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摘 要 

 沖縄島における完新世サンゴ礁が海面近くに形成されたのは，西海岸中部の比謝川河口付近では暦年代で 6300

～5600 年前，北部の本部半島北海岸では約 5500 年前に遡る．当時は礁嶺が未発達なため，海岸には現在よりも

強い波が襲来した．前者では上記のサンゴ礁が形成される前に，沖縄貝塚時代前Ⅰ期の考古遺跡が海岸からやや

離れた場所に立地した．その後，前者では約 4500～3800 年前に，後者では約 3600～3500 年前に礁嶺－礁池系の

サンゴ礁地形が発達し，波の穏やかなサンゴ礁域が出現した．そのような環境下で，両地域には沖縄貝塚時代前

Ⅳ期以降の考古遺跡が海岸低地や海岸砂丘上にも立地するようになった．東海岸のうるま市伊波丘陵周辺域の遺

跡群の立地は，石川付近における入江の形成とその後の砂州島や砂州の発達に伴う内湾・潟湖の出現と汽水域の

形成に係わっている．沖縄貝塚時代前Ⅴ期における海岸付近の考古遺跡の欠如の要因として，約 3400 年前の沖縄

島東南方からの津波の襲来が示唆される．  

キーワード：沖縄島，考古遺跡，サンゴ礁，津波，台風の高波 

Key words: Okinawa Island, archeological ruin, coral reef, tsunami, typhoon wave  

 

 

Ⅰ は じ め に 

沖縄における考古学編年では，本土の縄文・弥生文化

に相当する時代として「沖縄貝塚時代」という時代区分

がなされている．沖縄貝塚時代は約 6700 年前から 1000

年前まで続いており（年代は暦年代に較正していない年

代値：yr BP．暦年代は cal BP で表記される），暫定編年

では大きく前期・後期の2つの時期に区分される．前期

は本土における縄文時代に相当し，前Ⅰ期から前Ⅴ期に

細分される．後期については後Ⅰ期から後Ⅳ期に細分さ

れ，後Ⅰ～Ⅲ期までは本土の弥生時代，後Ⅳ期は古墳時

代～平安時代に相当する．これらの時期区分は現行編年

において4つの時期に分類される．前Ⅰ～Ⅲ期は沖縄貝

塚時代早期，前Ⅳ期は沖縄貝塚時代前期，前Ⅴ期は沖縄

貝塚時代中期，後Ⅰ～Ⅳ期は沖縄貝塚時代後期にそれぞ

れ分類されている（表 1：高宮 1994）．沖縄貝塚時代に

おける考古遺跡の立地は以下の通りである（表 1：沖縄

県今帰仁村教育委員会 1977；沖縄考古学会編 1978；沖

縄県立埋蔵文化財センター 2005 に基づき編集加筆．沖

縄貝塚時代の年代区分は，ある程度の年代幅を有する）． 

貝塚時代早期（約6700～3800 yr BP）では，台地の崖

下，比較的低い土地，洞穴などに立地している．貝塚時

代前期（3800～3300 yr BP）になると海浜や海岸砂丘，

海岸低地にも立地するが，丘陵斜面や崖下に多く立地し

ている．貝塚時代中期（3300～2500 yr BP）には海岸低

地に立地している遺跡もあるが，沖縄島東海岸を中心と

して遺跡の標高がかなり高くなり，海岸段丘や丘陵にも

立地する．貝塚時代後期（2500～1000 yr BP）では海岸

低地や海岸砂丘上へと移る． 

賀川・多和田（1959）は，全体として沖縄の先史遺跡

は海進の最も著しい時期に成立し，その後，海退に伴っ

て新しいサンゴ礁が形成され，その結果，新しい遺跡が 



 

表 1 沖縄貝塚時代の編年と遺跡の立地 

注: 沖縄貝塚時代（現行編年）の年代区分は，ある程度の年代幅を有する．沖縄県今帰仁村教育委員会（1977）， 

      沖縄考古学会編（1978），高宮（1994），沖縄県立埋蔵文化財センター（2005）を編集（一部加筆）． 

 

 

出現したと論じた．ただし上記の考察は，海退に伴って

新しいサンゴ礁が形成されたかどうかを含めて，サンゴ

礁の発達史や海面変動についての詳しい考察は行われて

いない．その後，考古遺跡の立地の移り変わりの要因を，

完新世海面変動とサンゴ礁との関係について論じた先行

研究は，筆者らが調べた限りでは皆無である． 

 人間が生活する上で，水場の確保と食糧の獲得は必須

である．このうち食糧（陸産物，海産物）の獲得に際し

て，サンゴ礁地域に生活してきた人々による海産物への

依存の度合いは，1）サンゴ礁がいつ頃海面近くまで発達

してきたか，2）サンゴ礁の沖側の高まりである礁嶺がい

つ頃形成されたかは大きな因子になる．このうち 2）に

ついては，礁嶺が形成されることにより，その内側（海

岸側）に礁池が形成され，波の穏やかなサンゴ礁の海域

が出現する．その結果，海岸付近での水場の確保に問題

がなければ，人々は波の穏やかな海岸付近に生活し，海

産物をより一層求めやすくなると考えられる． 

本稿では以上の視点を踏まえ，沖縄島における考古遺

跡の立地を，沖縄島における完新世海面変動とサンゴ礁

の発達史と関連させて考察する．具体的には，サンゴ礁

の礁嶺－礁池系が発達する西海岸地域と礁嶺－礁池系が

未発達の東海岸地域とに区分し，その中で，比較的遺跡

の分布が多い地域に焦点を当てて考察する．また，とく

に沖縄貝塚時代中期（前Ⅴ期）の遺跡の立地については，

津波の襲来との関連について若干の考察を行う． 

 本稿は岩井の卒業論文（岩井 2008 MS）を基に，サン

ゴ礁を構成する原地性サンゴ化石の暦年代値（河名，未

公表）を加え，新たな視点から岩井（2008 MS）を再検

討し，再構成したものである． 

 なお本稿での年代値は，暦年代に較正していない年代

値（yr BP と表記）と暦年代に較正している年代値（cal BP

と表記）が混在している．前者を暦年代に較正後，同一

の年代基準で議論すべきであるが，前者の年代値（yr BP）

が 最 初 の 段 階 で の 年 代 値 で あ る measured 

age(non-conventional age)であるか， δ13C 測定後の

conventional age かが不明であり、また年代試料等も不明

のため，暦年代への較正をしていない（各文献の yr BP

年代値に係わっては δ13C の値が明記されていないので，

前者の年代値は measured age の可能性が大きいと推測さ

れるが，以上を含めて不明であるので，暦年代への較正

をしていない）．以上から，本稿での議論は，上述した問

題点を含んだ上での幅のある年代値に基づく考察になら

ざるを得ないという制約を有している 1）． 

Ⅱ 礁嶺―礁池系のサンゴ礁地形が発達している沖縄 

    島西海岸（北部の本部半島北海岸と中部の比謝川 

    河口付近）における自然環境と考古遺跡の立地 

1．沖縄島北部の本部半島北海岸における自然環境と考

古遺跡の立地 

九州
沖縄貝塚時代
（現行編年）

年代資料と年代幅
（yr BP）

遺跡の立地

Ⅰ
ヤブチ式  6670±140
東原式  6450±140

海岸付近

Ⅱ 曽畑式  4880±130 海岸と台地の崖下

Ⅲ ～3800 海浜と台地の崖下

Ⅳ 前期

3800～3300

伊波式 （室川）3600±90
伊波式（熱田原）3370±80

丘陵斜面，崖下，
海岸からやや内陸の
崖下，海岸砂丘，
海浜，海岸低地．

Ⅴ 中期 3300～2500
高い台地，丘陵，

海岸低地．

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

古墳時代～
平安時代

Ⅳ

沖縄貝塚時代
（暫定編年）

弥生時代

後期

早期

後期
海岸付近の

低地や海岸砂丘

縄文時代 前期

2500～1000
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1）各時期における考古遺跡の立地の特徴 

沖縄島の北部に位置する本部半島は北部地域の中で

も考古遺跡が集中している地域である（表2）．本部半島

においては北海岸を中心に考古遺跡が分布しており，そ

の多くは海岸に面した琉球石灰岩の海岸段丘の周辺を中

心に立地している． 

本部半島において考古遺跡が立地し始めたのは貝塚

時代前Ⅳ期の末期である．この時期に形成された遺跡と

しては，与那嶺遺跡，運天貝塚群，西長浜原遺跡，具志

堅貝塚などがある．与那嶺遺跡や運天貝塚群は海抜数 m

以下の海岸低地や海岸付近に立地している．西長浜原遺

跡は前Ⅳ～Ⅴ期に相当する遺跡で，海岸砂丘付近から背

後の低地にかけて形成されており，海抜高度は約 3m で

ある．具志堅貝塚は前Ⅳ期と後期に相当する遺跡で，海

抜高度は約5m，海岸から内陸へ約200m に位置する琉球

石灰岩台地の崖下に形成されている． 

貝塚時代前Ⅴ期になると，貝塚時代前Ⅳ期から継続し

て立地する遺跡以外に新たに立地する遺跡も現れ，本部

半島における考古遺跡の立地数が増加し始める．貝塚時

代前Ⅴ期に新しく形成された考古遺跡として渡喜仁浜原

貝塚と知場塚原貝塚がある．渡喜仁浜原貝塚は北海岸に

面した琉球石灰岩台地の崖下に位置しており，崩落した

巨大な岩塊と崖との間に形成されている．海岸線より5m

ほど離れた場所で，付近には海岸砂丘が形成されている．

一方，知場塚原貝塚は備瀬海岸より 500m ほど内陸で，

海抜15～20m の台地上に立地している．また，貝塚時代

後期に新しく形成された遺跡として，海岸砂丘上に立地

している備瀬貝塚があげられる． 

2）過去数千年間における自然環境と考古遺跡の立地 

海岸沿いには琉球石灰岩のノッチが形成されている．

それらのノッチ後退点高度から，過去数千年間において，

現成のノッチを除き 2 回の高海水準が推測される（約   

+ 1.4 m と+1.05 m．平均潮位を0 m とする．以下同様）． 

本部半島の北海岸には礁池―礁嶺系を呈するサンゴ

礁が発達している．本部半島北西部の備瀬海岸（図 1）

における原地性サンゴ化石の暦年代は，海岸に近い後方

礁原で 5510 (5460) 5420 cal BP を示す（1σ，括弧内は

交点の年代値．以下同様）．一方，前方礁原の礁嶺におけ

る原地性サンゴ化石の暦年代は，3620 (3560) 3510 cal BP

を示す（表3）． 

 

表2 沖縄島北部，本部半島北海岸の考古遺跡の時期と立地，およびサンゴ礁の発達史 

注：沖縄貝塚時代の年代区分（yr BP）は，ある程度の年代幅を有する．サンゴ礁の暦年代（cal BP）は本研究による．考古遺跡と年代（yr BP）は      

沖縄県今帰仁村教育委員会（1977）と沖縄県教育委員会（2000）に基づき編集． 

前　期 中　期

前Ⅰ期 前Ⅱ期 前Ⅲ期 前Ⅳ期 前Ⅴ期 後Ⅰ期 後Ⅱ期 後Ⅲ期 後Ⅳ期

3800～3300 yr BP 3300～2500 yr BP

与那嶺遺跡
海岸付近，

海抜数ｍ以下．

運天貝塚群
海岸低地，
海抜2～3ｍ．

西長浜原遺跡

具志堅貝塚

海岸低地，
海抜約5ｍ．

海岸から約200ｍ
内陸の崖下．

渡喜仁浜原貝塚
海岸付近

2900±65 yr BP

知場塚原貝塚
海岸より500ｍ内陸，

海抜15～20ｍ．

備瀬貝塚

時期と立地
前Ⅳ期の末期．海岸砂
丘，海岸低地，海岸から
やや内陸の崖下．

遺跡数が増加し始め
る．海岸付近または
海岸より内陸で海抜
高度が高所．

サンゴ礁の発達史
と海象(備瀬の北海
岸).年代値は暦年
代（cal BP）．

3600～3500 cal BP頃，
沖側に礁嶺が形成され，
波の穏やかな礁池が出現
した．

海岸付近
1100±75 yr BP

海岸砂丘や海岸低地が多い．
海岸からやや内陸の崖下にも立地．

早　期　 後　期
遺跡名

引き続き，波の穏やかな礁池が出現した．

5500～5400 cal BP頃，海岸付近
にサンゴ礁が形成されたが，礁
嶺は未発達なので，海岸には強
い波が襲来した．

海岸砂丘

6700～3800 yr BP 2500～1000 yr BP

沖　縄　貝　塚　時　代 

海岸砂丘～背後の低地，
海抜約3ｍ．

海岸低地，海抜約5ｍ．
海岸から約200ｍ内陸の崖下．

沖縄島における過去数千年間の自然環境と考古遺跡の立地 



 

図 1 沖縄島北部，本部半島北西部の備瀬における             図 2 沖縄島中部，比謝川河口周辺域における 

完新世サンゴ礁の暦年代                                    完新世サンゴ礁の暦年代 
基図は国土地理院発行「数値地図25000沖縄」の                     基図は国土地理院発行の「数値地図25000沖縄」 

「仲宗根」図幅による．                                           の「高志保」図幅による． 

 

表3 沖縄島北部，本部半島の備瀬海岸における完新世サンゴ礁の原地性サンゴ化石の暦年代（calendar age） 

注：calendar age の括弧内の値は交点（intercept）の年代値．測定機関は(株)地球科学研究所．                           

 

 

以上の特徴から下記の地史と考古遺跡の変遷が推測

される．暦年代で約5500～5400年前頃，相対的な海水準

は+1.4m 程度を示し，海岸付近にはサンゴ礁が形成され

た．当時は沖側に礁嶺が形成されていなかったので，冬

季の季節風や台風の高波などにより，現在よりもかなり

強い波が襲来したものと推測される．この時期は沖縄貝

塚時代の前Ⅱ期に相当するが，本地域におけるこの時期

の考古遺跡は未発見である． 

暦年代で約 3600～3500 年前になると，相対的な海水

準は+1.05m 程度を示し，沖側に礁嶺が形成され，その

内側には波の穏やかな礁池が出現した．本部半島におい

て考古遺跡が立地し始めたのは貝塚時代前Ⅳ期の末期で，

人々は海岸付近や海岸低地あるいは海岸から約 200m 内

陸の崖下などに居住した． 

貝塚時代前Ⅴ期になると，考古遺跡の立地数が増加し

た．海岸付近の遺跡や，500m ほど内陸で，海抜15～20m

の台地上に立地している遺跡もあり，立地環境にいくら

か幅がある．その後，貝塚時代後期には考古遺跡のほと

んどが海岸砂丘や海岸低地に立地するようになった．そ

れらの主要な要因の1つは礁嶺が完成したことによって，

波の穏やかな礁池が出現したことによると考えられる

（表2）． 

コード番号 conventional age (yr BP) δ13C (‰) calendar age (cal BP)（1σ）

Beta-217876 3660±40 -0.2 3620 (3560) 3510

Beta-217877 5090±50 -1.9 5510 (5460) 5420

岩 井  香 寿 美・河 名 俊 男



 

表 4 沖縄島中部，泊城付近～その北方の残波岬一帯における考古遺跡の時期と立地，およびサンゴ礁の発達史 

注：沖縄貝塚時代の年代区分（yr BP）は,ある程度の年代幅を有する．考古遺跡と年代（yr BP）は読谷村教育委員会（1977），沖縄県教育委員会

（1984；2000）に基づき編集．サンゴ礁の暦年代（cal BP）は本研究による． 

 

2. 沖縄島中部の砂辺海岸，比謝川河口付近の泊城，お

よび残波岬一帯における自然環境と考古遺跡の立地 

1）各時期の考古遺跡の立地の特徴 

沖縄島中部の西海岸地域には，読谷村と嘉手納町とを

隔てる比謝川を中心とする地域や北谷町，宜野湾市，浦

添市までの広範囲にわたって多くの考古遺跡が立地して

いる．本稿では，それらの遺跡の中で，サンゴ礁の暦年

代値（後述）が得られている砂辺海岸と比謝川河口付近

の泊城を中心に，その北方の残波岬一帯の遺跡の立地を

検討する（表4）． 

比謝川河口付近では，約6700年～4800年前（yr BP）

に相当する貝塚時代前Ⅰ～前Ⅱ期の考古遺跡が分布して

いる．比謝川右岸にある渡具知東原遺跡は比謝川河口よ

り 500m ほど内陸の海抜 1～4m の場所に立地している．

同遺跡は河口付近の低地から斜面にかけて形成されてお

り，周囲は琉球石灰岩の台地に囲まれ，低地部分は琉球

石灰岩台地の崖下に位置する．比謝川より南方の兼久海

岸に面している野国貝塚群B地点は海岸から数10mの内

陸に位置し，海抜高度約 5m の低地に立地している（図

2）．残波岬の南にある大久保原遺跡は貝塚時代前～後期

にわたって続く複合遺跡で，海抜約5m の海岸低地に立  

地している． 

貝塚時代前Ⅳ期になると，西海岸を中心に遺跡数が増

え，比謝川河口付近から残波岬にかけて考古遺跡が分布

している．この時期に新しく形成された遺跡としては木

綿原遺跡があり，前Ⅳ～後期まで継続している．木綿原

遺跡は比謝川河口より 500m ほど北に位置しており，海

岸砂丘上に立地している．同遺跡は海岸線より30～40m

内陸の海抜高度3～5m の場所に形成されており，その背

後は琉球石灰岩の緩やかな台地になっている． 

貝塚時代前Ⅴ期では，前Ⅳ期より引き続き継続する形

で立地している遺跡と新たに形成された遺跡に分けられ

る．継続して立地している遺跡としては大久保原遺跡と

木綿原遺跡がある．新しく形成された遺跡は大当原貝塚

と赤犬子遺跡がある．大当原貝塚は海岸砂丘上に形成さ

れているが，赤犬子遺跡は読谷飛行場跡地付近の緩やか

な台地上で海抜約70m の場所に位置している． 

貝塚時代後期の遺跡は，貝塚時代前期より引き続き立

地するものと海岸付近の低地や海岸砂丘上に新たに形成

されたものに分けられ，主として比謝川河口から残波岬

にかけての西海岸地域に分布している．  

前　期 中　期

前Ⅰ期 前Ⅱ期 前Ⅲ期 前Ⅳ期 前Ⅴ期 後Ⅰ期 後Ⅱ期 後Ⅲ期 後Ⅳ期

3800～3300 yr BP 3300～2500 yr BP

渡具知東原遺跡

野国貝塚群B地点

大久保原遺跡

木綿原遺跡

大当原貝塚

赤犬子遺跡 海抜70ｍの台地

蓮道原遺跡

立　地
遺跡数が増加し始める．
海岸低地，海岸砂丘．

海岸低地，海岸砂丘，ま
たは標高が高い内陸部．

サンゴ礁の発達史と
海象(泊城海岸およ

び砂辺海岸)．年代

値は暦年代（cal
BP）.

4500～3800 cal
BP頃，沖側に礁
嶺が形成され，
波の穏やかな礁
池が出現した．

後　期
遺跡名

6700～3800 yr BP 2500～1000 yr BP

沖　縄　貝　塚　時　代

海岸砂丘

海岸より30～40ｍ内陸の海岸砂丘，海抜3～5ｍ．

早　期　

6300～5600 cal BP頃，
海岸付近にサンゴ礁が
形成されたが，礁嶺は
未発達なので，海岸に
は強い波が襲来した．

引き続き，波の穏やかな礁池が出現した．

　　比謝川河口，
　　海抜1～4ｍ．

　　海岸から数10ｍ
　　内陸．海抜5ｍ．

海抜5ｍ，海岸低地．

河口付近の海抜1～4
ｍ，または海抜5ｍで
海岸から数10ｍ内陸．

海岸砂丘，海岸低地，
海抜10～20ｍの海岸付近の台地．

海岸付近の台地．海抜10～20ｍ．

沖縄島における過去数千年間の自然環境と考古遺跡の立地 



 

表 5 沖縄島中部，泊城海岸と砂辺海岸における完新世サンゴ礁の原地性サンゴ化石の暦年代（calendar age） 

注：コード番号Beta の calendar age の括弧内の値は交点（intercept）の年代値 

NU-1189の年代値の calendar age への較正については本文参照．測定機関：Beta は(株)地球科学研究所，NU は 
日本大学小元久仁夫研究室． 

 

2）過去数千年間における海面変動とサンゴ礁の発達史 

比謝川河口の右岸で海岸に接している地域は泊城（と

まりぐすく）と呼ばれている．当地域の完新世サンゴ礁

は，海岸に近い小規模なサンゴ礁と沖側の礁嶺に区分さ

れる．それらを構成している表層の原地性サンゴ化石か

ら以下の暦年代値が得られた．前者のサンゴ礁は6300～

5600 cal BP，後者は4000～3800 cal BP を示す（図2，表

5）． 

当地域のノッチ後退点高度は，平均潮位を 0m とする

と，上位より，約+2.3m（最上位ノッチ），+1.9m（上位

ノッチ），+1.4m（中位ノッチ），および+0.6m（下位ノ

ッチ）に分けられる．このうち，下位のノッチ後退点高

度は潮間帯に含まれるので現成ノッチと考えられる．そ

れ以外の上位3段のノッチは離水ノッチである．このう

ち，最上位ノッチは1カ所しか判別できなかったので，

当時の海水準を推定する上では普遍性に乏しい．以上の

問題点を踏まえつつ，前述した2つの時期のサンゴ礁と

ノッチ後退点高度との対応関係を考えると以下のように

推測される． 

相対的な海水準高度が+2.3～1.9m の頃，最上位ノッ

チと上位ノッチが形成された．暦年代で6300～5600年前

頃，海岸に近い箇所に小規模なサンゴ礁が発達した．そ

の頃のノッチ後退点高度は+1.9m を示す．その後，相対

的な海水準は下降し，約+1.4m を示した頃，沖側に礁嶺

が形成された．その時期は暦年代で約4000～3800年前を

示す．その後，相対的な海水準は下がり，現在に至って

いる． 

比謝川南方の砂辺海岸（図 3）では，礁嶺を構成する

原地性サンゴ化石の年代値（NU-1189）が得られた（表

5）．このサンゴ化石の年代値は δ13C が測定されていない

年代値（measured age：3875±80 yr BP）であるので，δ13C

＝±2‰と仮定して conventional age を求め，海洋リザー

バー効果を ΔR=0±0 として，calib 5.0.1 のソフトウェ

アに代入し，4513-4286 cal BP の暦年代を得た．当地域

での礁嶺の暦年代（約4500～4300 cal BP）は前述の泊城

での礁嶺の暦年代（4000～3800 cal BP）に近い．以上か

ら，比謝川河口付近一帯の礁嶺は，暦年代で約 4500～

3800 cal BP 頃に形成されたサンゴ礁地形と考えられる． 

 

図3 沖縄島中部，砂辺海岸における完新世サンゴ礁の暦年代 
基図は国土地理院発行の「数値地図25000 沖縄」の「大謝名」 

岩 井  香 寿 美・河 名 俊 男

場所 コード番号
conventional age

(yr BP)
δ13C (‰)

calendar age
 (cal BP)（1σ）

Beta-209826 3920±70 -2.1 3980 (3890) 3820

Beta-148910 5350±80 -1.5 5830 (5710) 5610

Beta-208327 5520±70 -1.3 5950 (5900) 5850

Beta-208328 5750±80 -0.9 6260 (6170) 6080

砂辺 NU-1189 ― ― 4513 - 4286

泊城



 

図幅による． 

上述したように，当地域でのサンゴ礁の形成年代が本

部半島北海岸でのサンゴ礁の形成年代よりも古い年代値

を示すのは，前者が後者よりも隆起地域であることより，

前者のサンゴ礁が後者のサンゴ礁よりも早めに海面付近

に出現したことによると推測される． 

3）沖縄島中部の砂辺海岸，比謝川河口付近の泊城 

    および残波岬一帯における自然環境と考古遺跡 

の立地 

沖縄島中部の西海岸，比謝川河口付近には，渡具知東

原遺跡や野国貝塚B地点など沖縄貝塚時代前Ⅰ期にあた

る考古遺跡が立地している．両遺跡は海抜 5m 以下の低

地で，海岸よりやや離れた場所に位置している．古川・

大城（1977）によると，渡具知東原遺跡の第Ⅳ層の最上

部は海浜砂礫層からなり，爪形文土器片を含む層準であ

る．同層は6670～6450 yr BP を示し，当時の海水準は1

～2m と推定された．上述の6670～6450 yr BP の暦年代

は不明であるが，6670～6450 yr BP は当地域の初期のサ

ンゴ礁の暦年代（6300～5600 cal BP）よりも，やや古い

年代値を示す．一方，当時の海水準高度（1～2m と推定）

は当地域の初期のサンゴ礁の暦年代時期の高度（+2.3～

1.9m）と同程度か，やや低い高度を示す．ただし，上記

の推定高度（1～2m）の根拠が不明なため，高度の信頼

性は高くない．その後海退があり，第Ⅲ層（曽畑式土器

包含層）は4880±130 yr BP を示す． 

比謝川河口の南側には野国貝塚 B 地点が立地する．古

川（1984）によると，当遺跡の古環境は以下のようにま

とめられている．（1）第Ⅶ層中の貝化石の年代は 6920

±80 yr BP を示す．同層は爪形文土器包含層の下位に相

当する無文の先爪形文土器包含層で，当時の相対的な海

水準はほぼ現在の海面に近かった．（2）その後さらに海

進があり，そのピークは爪形文土器包含層のⅥa 層の時

期で標高2m 程である．（3）Ⅵa 層の時期は，Ⅴb 層（年

代測定試料：木炭）年代である6070±145 yr BP よりも

以前の時期である． 

以上の考古遺跡の諸特徴および前述のサンゴ礁の暦

年代とノッチ後退点高度から，以下の地史が推測される．

（1）6920±80 yr BP の頃，相対的な海面は現海面に近

かった．その頃，当地域には爪形文土器包含層は出土し

ていない．（2）6670～6450 yr BP の頃，爪形文土器が出

土し，渡具知東原遺跡や野国貝塚 B 地点が，海抜5m 以

下の低地で，海岸よりやや離れた場所に立地した．当時

は海進のピークに達しており，相対的な海水準は，泊城

海岸ではノッチ後退点高度+2.3m の可能性がある．（3）

暦年代で6300～5600年前頃，泊城海岸一帯に小規模なサ

ンゴ礁が形成された．当時の相対的な海水準は，泊城海

岸で+1.9m と推測される．当時は礁嶺が形成されていな

かったので，強い波が海岸に襲来した．前述の（2）に示

された状況（6670～6450 yr BP の頃，爪形文土器が出土

し，渡具知東原遺跡や野国貝塚 B 地点が，海抜5m 以下

の低地で海岸よりやや離れた場所に立地）の時期には，

まだサンゴ礁が海面近くに形成されていなかった可能性

があるので，当時はさらに強い海象が起きたと推測され

る．換言すれば，当時の人々はそのような海象（現在よ

りも波の強い環境）下で生活せざるを得なかった状況か

ら，海岸よりやや離れた場所（海抜 5m 以下の低地）に

生活したものと考えられる． 

その後海退があり，4880±130 yr BP の頃，渡具知東

原遺跡では曽畑式土器が使用された．当時の海象は，前

述の海象と同様に，海岸には引き続き強い波が襲来して

いたと考えられる．その後，暦年代で4500～3800年前頃，

海岸の沖側に礁嶺が形成された（当時の相対的な海水準

は，泊城海岸で約+1.4m と推測される）．そのため，礁

嶺の内側には波の穏やかな礁池が出現し，海岸砂丘や海

岸低地に生活するのが容易になってきたものと思われる．

こうした自然環境を背景に，前Ⅳ期以降，人々は，より

海岸に近い海岸砂丘や海岸低地，あるいは海岸付近の台

地に住むようになり，遺跡数も増加した．ただし前Ⅴ期

には，人々は海岸低地や海岸砂丘に加えて，標高の高い

内陸部にも住むようになった． 

Ⅲ 沖縄島東海岸（うるま市伊波丘陵および勝連半島と 

その周辺島）における自然環境と考古遺跡の立地 

本稿では，沖縄島の東海岸における遺跡として，うる

ま市の伊波丘陵，および勝連半島とその周辺島をとりあ

げる．これらの地域の中で，うるま市および勝連半島の

サンゴ礁は，一般に礁嶺地形が未発達である．このため，

両地域の海象は，海岸に強い波が襲来するという特徴を

有する． 

1）うるま市石川の伊波丘陵 

伊波丘陵では前Ⅲ期の末期から考古遺跡が形成され

ている（石川市教育委員会，2004）．この時期に相当する

古我地原貝塚は丘陵斜面上の海抜 60～70m に位置して

いる．本遺跡は伊波丘陵に分布する考古遺跡の中では現

在の海岸線より最も離れた場所に形成されており，うる

ま市石川周辺における考古遺跡の中で最も古い遺跡であ

る． 

前Ⅳ期になると，前Ⅲ期より継続して立地する古我地

原貝塚をはじめ，伊波丘陵に沿って考古遺跡が形成され

沖縄島における過去数千年間の自然環境と考古遺跡の立地 



 

ている．当時期の遺跡としては，海抜50～60m の石川貝

塚，海抜 50m の石川南貝塚，海抜 30m の伊波貝塚が立

地している．しかし，前Ⅴ期以降，伊波丘陵において考

古遺跡は見つかっていない（欠如している）． 

 現在の石川市街地は，1 列の砂州島とその沖側に発達

する2列の砂州から構成されている．当地域のサンゴ礁

やビーチロックの年代が得られていないため，上記の砂

州や砂州島の形成年代は不明であるが，砂州や砂州島は

海面の安定時期に形成されたと考えられるので，当地域

の地形発達史（暦年代）は，前述した沖縄島西海岸の中

で当地域に近い比謝川河口付近における海面変動を基に

して以下のように推測される． 

 (1) 約 6300 年前よりも以前には，石川市街地付近の

砂州や砂州島は未発達で，その西方一帯には広く入江が

発達し，海岸には強い波が襲来した．(2) 約 6300～5600

年前頃，海面が相対的に安定し，石川市街地の宮森小学

校から石川の宮付近までの集落一帯（周囲の海岸低地よ

りも1～1.5mほど高い微高地）に最初の地形である砂州

島が形成された．ただし，当時は砂州島しか形成されて

いなかったので，広い入江は存在し，海岸には引き続き

強い波が襲来した．(3) 約 4500～3800年前，海面が相対

的に安定し，砂州島の東側に砂州が形成された．その結

果，入江は波の穏やかな内湾あるいは潟湖に変わり，当

時の海岸には汽水域が出現した．この時期の末期に，古

我地原貝塚が丘陵斜面上の海抜60～70m に立地した．本

遺跡は伊波丘陵に分布する考古遺跡の中では現在の海岸

線より最も離れた場所に位置しているが，当時は上述の

内湾あるいは潟湖に近い場所に位置していたと考えられ

る．(4) 前Ⅳ期（約3800～3300年前：yr BP）のある時

期になると，古我地原貝塚に加えて，海抜50～60m の石

川貝塚，海抜 50m の石川南貝塚，海抜 30m の伊波貝塚

が伊波丘陵に沿って立地した．当時はまだ内湾あるいは

潟湖が存在していたので，上記の遺跡群は波の穏やかな

内湾あるいは潟湖に近い位置に立地し，当時の海岸には

引き続き汽水域が出現していた．(5) 前Ⅴ期（約3300～

2500年前：yr BP）以降，遺跡は欠如した．(6) 約 2000

年前以降，新たな海面安定期になり，前述の砂州の沖側

に新たな砂州が形成された．その後，潟湖は湿地化し現

在に至っている． 

2）勝連半島および周辺島 

勝連半島のサンゴ礁は，礁嶺が未発達である．その周

辺島では礁嶺が発達しているが，いずれの地域もサンゴ

礁の年代が得られていないため，当地域の自然環境を年

代別に，かつ具体的に考察することはできない．以上か

ら，当地域の記載に際しては，各時期の遺跡の立地を中

心に述べる． 

勝連半島では，貝塚時代前Ⅳ期に，中城湾側の平安名

貝塚（海抜約50m）および旧具志川市の地荒原貝塚（海

抜約60m）が琉球石灰岩の丘陵崖下から丘陵斜面を中心

に形成された．後者は前Ⅴ期まで続く複合遺跡である．

一方，勝連半島の先端で中城湾に面している平敷屋トウ

バル遺跡は前Ⅳ期と後期に相当する複合遺跡である（前

Ⅴ期は欠如）．本遺跡は平安名貝塚（海抜約 50m）と同

様に勝連半島の中城湾側に位置しているが，海抜約 7m

の海岸砂丘上や海岸低地に立地しており，平安名貝塚と

同時期の考古遺跡にも係わらず，立地高度に差違がみら

れる． 

前Ⅳ期における周辺島では，津堅島，浜比嘉島，宮城

島に考古遺跡が分布している．浜比嘉島の遺跡は海抜約

60m で内陸の丘陵地やその崖下に立地している．宮城島

の遺跡は海抜 100m 以上ある台地上に立地しており，両

島における考古遺跡は内陸で海抜高度の高い台地周辺に

立地している．一方，津堅島では，津堅島キガ浜貝塚が

島の東海岸に面した海抜約 5m の海岸砂丘上に立地して

おり，前Ⅳ期と貝塚時代後期の複合遺跡である（前Ⅴ期

は欠如）．当貝塚は勝連半島の平敷屋トウバル遺跡と同様

に，立地高度と場所（海抜10m 以下の海岸付近）および

複合遺跡（前Ⅳ期と後期，ただし前Ⅴ期は欠如）という

点に共通点が存在する． 

前Ⅴ期では，沖縄島の東海岸地域において広範囲に考

古遺跡が形成され，多くの考古遺跡が琉球石灰岩の丘陵

斜面から台地にかけて立地している．この時期に相当す

る遺跡としては，旧具志川市においては前Ⅳ期より続く

地荒原貝塚，地荒原遺跡，苦増原貝塚があげられる．地

荒原遺跡は地荒原貝塚付近に形成された遺跡で，海抜約

60m の台地上に立地している．苦増原貝塚は地荒原遺跡

より南西500m に位置し，海抜約70m の台地上に立地し

ており，地荒原遺跡と立地環境が類似している． 

勝連半島における前Ⅴ期の遺跡は中城湾側に分布し，

これらの遺跡の多くは海抜約 60～70m の場所に位置し

ている．周辺島においては，伊計島の伊計仲原遺跡は島

の中央に位置し，海抜約20m の台地に立地している．宮

城島のシヌグ堂遺跡は海抜約 110m の台地の縁辺部に立

地している． 

貝塚時代後期には，金武湾に面した海岸線沿いを中心

に遺跡が分布しており，海岸砂丘上や海岸付近の低地に

立地するようになる．周辺島では津堅島や浜比嘉島を中

心に遺跡が形成され，勝連半島周辺に立地する遺跡と同

様に，海岸砂丘や海岸付近の低地に立地している． 
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Ⅳ 貝塚時代中期（前Ⅴ期）における考古遺跡の立地 

   と自然環境―津波の襲来との関連性― 

サンゴ礁の礁嶺―礁池系地形が発達する沖縄島西海

岸の本部半島北海岸と中部の比謝川河口付近では，礁嶺

が形成された時期（暦年代）は，前者では約3600～3500

年前，後者では4500～3800年前である．それらの時期は，

おおよそ前者では前Ⅳ期，後者では前Ⅲ期に相当する．

礁嶺が形成されたことに伴い，両地域には波の穏やかな

礁池が出現し，その結果，海岸付近の砂丘や低地に住め

る環境が整ってきたと考えられる．実際に，両地域にお

いて礁池が形成された時期以降，海岸付近の砂丘や低地

での遺跡が増加している． 

しかし，沖縄貝塚時代中期（前Ⅴ期：約3300～2500 yr 

BP）では，海岸付近の砂丘や低地での遺跡に加えて，前

者では，備瀬海岸より 500m ほど内陸で，海抜 15～20m

の台地に立地している遺跡があり（知場塚原貝塚），後者

では，読谷飛行場跡地付近の緩やかな台地上で海抜約

70m の場所に立地している遺跡がある（赤犬子遺跡）．

また前者の具志堅貝塚は，前Ⅳ期と後期に海抜約 5m の

海岸低地に立地しているが，その間の前Ⅴ期は欠如して

いる． 

沖縄島の東海岸では，前Ⅴ期に多くの遺跡が琉球石灰

岩の丘陵斜面から台地にかけて立地しており，全般的な

傾向として，前Ⅳ期の遺跡よりも海抜高度が高い場所に

立地している．一方，前述したように沖縄島の西海岸で

も，500m ほど内陸で，海抜約 15～20m の台地に立地し

ている遺跡や，緩やかな台地上で海抜約70m の場所に立

地している遺跡などがある． 

以上のように，前Ⅴ期に海抜高度が高い場所に遺跡が

立地しているという現象は，「沖縄貝塚時代中期のミステ

リー」の1つとして紹介されている（沖縄県立埋蔵文化

財センター，2005）．それによると，それらの要因と思わ

れる点として以下の3点を上げている． 

(1) 沖縄各地に見られる砂丘（新期砂丘）の形成時期

が約2000年前と考えられていることから，居住区域が台

地や丘陵上に限られていた．(2) 開けた場所にムラ（集

落）を形成していることや，当時の畑跡と思われる畝状

遺構が検出されている（宜野湾市の上原濡原遺跡）こと

などから，原初的な農耕が行われていた．(3) 打製石鏃

の増加は単に弓矢による狩猟の発達を意味しているので

はなく，武器として使用され，外敵から身を守るため高

い場所に居住するようになった． 

このうち(1)については，前述したように，当該時期

の遺跡の中には海岸低地などにも立地している遺跡もあ

るので，この時期の遺跡は，必ずしも「居住区域が台地

や丘陵上に限られていた」とは言えない．次の（2）およ

び（3）については，筆者らは特にコメントできる意見や

異論を持ち合わせていない． 

筆者らはこの時期の特徴の中で以下の諸点に注目す

る．沖縄島東海岸の周辺島である津堅島では，津堅島キ

ガ浜貝塚が島の東海岸に面した海抜約 5m の海岸砂丘に

立地しており，前Ⅳ期と貝塚時代後期の複合遺跡である

（前Ⅴ期が欠如している）．このような特徴は沖縄島東海

岸の勝連半島の平敷屋トウバル遺跡にも見られ，当遺跡

は海抜10m 以下の海岸付近に立地し，前Ⅳ期と後期の遺

跡で前Ⅴ期が欠如した複合遺跡である．以上の特徴は，

これらの地域の海岸付近で，前Ⅴ期の居住を欠如させた

何らかの現象があったことを示唆している． 

河名（2006）は，暦年代で 3400 年前頃，沖縄島の東

南方から大波（非常に強い台風の高波あるいは津波）が

襲来した可能性を指摘した．この大波の根拠として，(1) 

津堅島の北西海岸におけるノッチを埋積するビーチロッ

ク，(2) 沖縄島東南部の知名崎におけるサンゴ礁岩塊が，

過去数年以上の観察で，非常に強い台風の高波でも移動

していない，(3) 沖縄島南部の具志頭海岸での離水ビー

チロックの3例が挙げられ，それらはいずれも暦年代で

約3400年前を示している．以上から，約3400年前，沖

縄島の東南方から非常に強い波（おそらく津波の可能性

が大きい）が襲来し，沖縄島の東南海岸にサンゴ礁岩塊

やビーチロックの元になった砂層を打ち上げた可能性が

考えられる．もし約3400年前頃，そのような現象が起き

たとすれば，沖縄島東海岸一帯に大きなインパクトを与

え，その結果，上記2地域の海岸では前Ⅴ期の遺跡が欠

如した可能性がある． 

前述したように，うるま市石川付近の伊波丘陵では前

Ⅴ期以降の遺跡が見つかっていない．その要因の1つに，

上記の大波（津波）が何らかの形で関与した可能性があ

るかも知れないが，現段階ではそれを裏付ける明確な根

拠を得ていないので，それについては今後の課題とする． 

一方，上記の大波が津波とすれば，その津波は沖縄島

の西海岸に回り込んで，西海岸にも何らかの影響を与え

た可能性がある．本部半島北海岸の具志堅貝塚は，前Ⅳ

期と後期，海抜約 5m の海岸低地（海岸から約 200m 内

陸の崖下）に立地している．ここでは前Ⅴ期の遺跡が欠

如している．また，北谷町の伊礼原遺跡では縄文時代の

後期に「暴浪または津波による浸食面」が指摘されてい

る（松田，2007）．この場合の「縄文時代の後期」がいつ

頃かは明確ではないが，上記の津波との関連が示唆され

る． 

沖縄島における過去数千年間の自然環境と考古遺跡の立地 



 

以上から，「沖縄島の東海岸一帯に，約 3400 年前頃，

沖縄島の南東方向から大波（おそらく津波）が襲来した

可能性がある」という自然地理学からの推察は，沖縄島

の考古遺跡，とりわけ沖縄貝塚時代中期（前Ⅴ期）の遺

跡の立地を考察する上で，今後，検討すべき課題になる

可能性がある． 

Ⅴ まとめと今後の課題 

 本研究は，沖縄島における考古遺跡の立地を，海面変

動とサンゴ礁の発達史，および約3400年前に襲来したと

推定される大波（津波）との関係について考察したもの

である．調査地域として，サンゴ礁地形の礁嶺が発達し

ている地域（西海岸の本部半島北海岸と中部の比謝川河

口付近），および礁嶺が未発達な地域（東海岸の旧石川市

付近および勝連半島）をとりあげ，そのほか勝連半島の

周辺島についても若干の考察を加えた．本研究の主な結

論と今後の課題は以下の通りである． 

①本部半島北海岸における考古遺跡の立地と自然環境

との関係 

暦年代で約 5500～5400 年前頃，相対的な海水準は

+1.4m程度を示し，海岸付近にはサンゴ礁が形成された．

当時は沖側に礁嶺が形成されていなかったので，冬季の

季節風や台風の高波などにより，現在よりもかなり強い

波が襲来したものと推測される．この時期は沖縄貝塚時

代の前Ⅱ期に相当するが，本地域におけるこの時期の考

古遺跡は未発見である． 

暦年代で約 3600～3500 年前になると，相対的な海水

準は+1.05m 程度を示し，沖側に礁嶺が形成され，その

内側には波の穏やかな礁池が出現した．本部半島におい

て考古遺跡が立地し始めたのは貝塚時代前Ⅳ期の末期で，

人々は海岸付近や海岸低地あるいは海岸から約 200m 内

陸の崖下などに居住した． 

貝塚時代前Ⅴ期になると遺跡の立地数が増えた．海岸

付近の遺跡や，500m ほど内陸で，海抜 15～20m の台地

に立地している遺跡もあり，立地環境にいくらか幅があ

る．その後貝塚時代後期には考古遺跡のほとんどが海岸

砂丘や海岸低地に立地するようになった．それらの主要

な要因の1つは，礁嶺が完成したことによって，波の穏

やかな礁池が出現してことによると考えられる． 

②沖縄島中部の西海岸における考古遺跡の立地と自然

環境との関係 

(1) 6920±80 yr BP の頃，相対的な海面は現海面に近

かった．その頃，当地域には爪形文土器包含層は出土し

ていない．(2) 6670～6450 yr BP の頃，爪形文土器が出

土し，渡具知東原遺跡や野国貝塚 B 地点が，海抜5m 以

下の低地で海岸よりやや離れた場所に立地した．当時は

海進のピークに達しており，相対的な海水準は，泊城海

岸ではノッチ後退点高度が+2.3m の可能性がある．この

時期のサンゴ礁は，後述の(3)から推測すると，当時の海

面近くまでは達していなかった可能性が高い．そのため

非常に強い波が海岸に襲来したものと推測される．換言

すれば，当時の人々はそのような海象下で生活せざるを

得なかった状況から，海岸よりやや離れた場所（海抜5m

以下の低地）に生活したものと考えられる．(3) 暦年代

で6300～5600年前頃，泊城海岸の近くに小規模なサンゴ

礁が形成された．当時の相対的な海水準は，泊城海岸で

+1.9m と推測される．当時は礁嶺が形成されていなかっ

たので，強い波が海岸に襲来した．その後海退があり，

4880±130 yr BP の頃，渡具知東原遺跡では曽畑式土器

が使用された．当時の海象は，前述の海象と同様に，海

岸には引き続き強い波が襲来していたと考えられる．そ

の後，暦年代で4500～3800年前頃，海岸の沖側に礁嶺が

形成された（当時の相対的な海水準は，泊城海岸で約

+1.4m と推測される）．そのため，礁嶺の内側には波の

穏やかな礁池が出現し，海岸砂丘や海岸低地に生活する

のが容易になってきたものと思われる．こうした自然環

境を背景に，前Ⅳ期以降，人々は，より海岸に近い海岸

砂丘や海岸低地あるいは海岸付近の台地に住むようにな

り，遺跡数も増加した．ただし前Ⅴ期には，人々は海岸

低地や海岸砂丘に加えて，標高の高い内陸部にも住むよ

うになった． 

③東海岸の伊波丘陵における考古遺跡と自然環境との

関係 

(1) 暦年代で約 6300 年前よりも以前には，石川市街

地付近の砂州島や砂州は未発達で，その西方一帯には広

く入江が発達し，海岸には強い波が襲来した．(2) 約

6300～5600年前頃，海面が相対的に安定し，最初の地形

（砂州島）が形成された．当時は砂州島しか形成されて

いなかったので，広い入江は存在し，海岸には引き続き

強い波が襲来した．(3) 約 4500～3800年前，海面が相対

的に安定し，砂州島の東側に砂州が形成された．その結

果，入江は波の穏やかな内湾あるいは潟湖に変わり，汽

水域が出現した．この時期の末期に，古我地原貝塚が丘

陵斜面上の海抜60～70m に立地した．本遺跡は伊波丘陵

に分布する考古遺跡の中では現在の海岸線より最も離れ

た場所に位置しているが，当時は上述した内湾あるいは

潟湖に近い場所に位置していたと考えられる．(4) 前Ⅳ

期のある時期になると，古我地原貝塚に加えて，海抜50
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～60m の石川貝塚，海抜 50m の石川南貝塚，海抜 30m

の伊波貝塚が，伊波丘陵に沿って立地した．当時はまだ

内湾あるいは潟湖が存在していたので，上記の遺跡群は

波の穏やかな内湾あるいは潟湖に近い位置に立地してい

た．(5) 前Ⅴ期以降になると，当地域には遺跡が欠如し

た．(6) 約 2000年前以降，新たな海面安定期になり，前

述の砂州の沖側に新たな砂州が形成された．その後，潟

湖は湿地化し現在に至っている． 

④沖縄貝塚時代中期（前Ⅴ期）の遺跡の立地と自然環境

―とくに津波の襲来との関連性― 

前Ⅴ期には，沖縄島の東海岸では多くの遺跡が琉球石

灰岩の丘陵斜面から台地にかけて立地しており，全般的

な傾向として，前Ⅳ期の遺跡よりも海抜高度が高い場所

に立地している．沖縄島の西海岸でも海岸付近の砂丘や

低地での遺跡に加えて，500m ほど内陸で，海抜高度 15

～20m の台地上に立地している遺跡や，緩やかな台地上

で海抜高度 70m の場所に立地している遺跡などがある．

それらの現象は「沖縄貝塚時代中期のミステリー」の 1

つとして紹介されている． 

筆者らは以上の現象の要因については，現時点では意

見を持たないが，当時期の海岸付近における以下の現象

に注目する．沖縄島東海岸の周辺島である津堅島では，

津堅島キガ浜貝塚が島の東海岸に面した海抜約 5m の海

岸砂丘上に立地しており，前Ⅳ期と貝塚時代後期の複合

遺跡である（前Ⅴ期が欠如している）．このような特徴は

沖縄島東海岸の勝連半島の平敷屋トウバル遺跡にも見ら

れ，当遺跡は海抜10m 以下の海岸付近に立地し，前Ⅳ期

と後期の遺跡で前Ⅴ期が欠如した複合遺跡である．以上

の特徴（海岸付近における前Ⅴ期の遺跡の欠如）は，暦

年代で3400年前頃，沖縄島の東南方からの大波（おそら

く津波）の襲来と関係している可能性がある． 

以上の推測は，（1）沖縄島東海岸の伊波丘陵における

前Ⅴ期以降の遺跡の欠如，（2）西海岸の本部半島北海岸

における具志堅貝塚での前Ⅴ期の遺跡の欠如，および（3）

西海岸中部の北谷町伊礼原遺跡における縄文時代後期の

暴浪または津波による浸食面の形成に関与している可能

性が示唆される． 

以上から，「沖縄島の東海岸一帯に，約 3400 年前頃，

大波（おそらく津波）が襲来した可能性がある」という

自然地理学からの推察は，沖縄島の考古遺跡，とりわけ

沖縄貝塚時代中期（前Ⅴ期）の遺跡の立地を考察する上

で，今後，検討すべき推察事項と考えられる． 

⑤今後の課題は以下の通りである． 

(1) 未較正値（yr BP）を暦年代（cal BP）に較正し，

同一の年代基準で議論する． 

(2) 各遺跡の立地の考察に際して，各遺跡ごとの地形，

地質，水文状況の検討が不十分であった．今後，各遺跡

ごとの詳細な検討を加えた上で，総合的な考察を試みた

いと考える． 

(3) 筆者らは沖縄島のサンゴ礁の暦年代値を，本稿の

地域以外にも得ているが（特に南部海岸など），本稿では

それらの地域のサンゴ礁と各遺跡との関係については考

察できなかった．その点についても今後の課題とする． 

(4) 今後，考古学研究者との共同研究の中で，同一の

年代基準（暦年代）に基づいて，沖縄島および沖縄島以

外の島々の考古遺跡と自然環境との関連性について，考

察を深めたいと考える． 

 

 本論文の執筆にあたり，琉球大学教育学研究科大学院生の東

山盛 茜氏および同大学院教育学研究科修了生の比嘉 淳氏

には現地調査において多大なご協力をいただいた．慶応大学大

学院生の名島弥生氏には現地調査に加え，北谷町伊礼原遺跡等

に関する有益なご教示をいただいた．沖縄県うるま市立歴史民

俗資料館の宮里実雄氏，うるま市役所の伊波淳英氏には多くの

資料や有益な情報をご教示いただいた．伊波 秀氏には卒業論

文の作成に際して多大なご支援とご協力をいただいた．サンゴ

礁を構成する原地性サンゴ化石の年代測定は (株)地球科学研

究所と日本大学小元久仁夫研究室に依頼した．サンゴなどの海

成試料の年代値については(株)地球科学研究所の松山澄久氏

よりご教示をいただいた.原地性サンゴ化石の年代値等につい

ては，2003～2005年度文部科学省科学研究費補助金（研究代表

者：河名俊男，課題番号：15300304）の一部を使用した． 

以上の方々および諸機関に篤く御礼申し上げます．本稿の骨

子は，2007年度沖縄地理学会において発表した（発表者：岩井

香寿美）． 

 

注 

1）サンゴなどの海成試料の場合，一般的な傾向として，14C 

age(conventional age)が約4000 yr BP までの時期を示す場合

は 14C age > cal BP，それより古い場合は 14C age < cal BP を

示す（Hughen et al., 2004）. 
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