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Ⅰ　は じ め に

　地理学・地理教育の進歩普及を目的に，沖縄地

理学会が 1982 年 8 月 28 日に創設された．今年は

学会創設から 30 年の節目の年となり，沖縄地理学

会が歩んできた 30 年の道のりをたどって，自然地

理学研究がどのように行われてきたかを探ること

は，これからの自然地理学研究の方向性を考えて

いく上で，意義のあることだと思われる．

Ⅱ　30 年の歩みにみる自然地理学研究 

　自然地理学研究は，学会の第 1 回大会（1982 年

12 月 18 日）からその研究成果の発表が行われ，第

31 回大会（2012 年 7 月 28 日）まで途切れること

なく研究成果の発表が行われている．大会での研

究発表の要旨が，「沖縄地理学会会報」にまとめら

れ，「沖縄地理学会会報」は第 1 号（1982 年 11 月

18 日）から第 56 号（2012 年 6 月 29 日）まで発行

されている．また，学会誌「沖縄地理」が第 12 号

（2012 年 6 月 25 日）まで刊行され，毎号に自然地

理学研究の成果が公表されている．このことは，

沖縄における自然地理学研究が確実に前進し，情

報が蓄積されていることを表しており，将来的に

大きな足跡を残すことになることと思われる．

１．「沖縄地理学会会報」にみる自然地理学研究

　「沖縄地理学会会報」から自然地理学研究の発表

件数を示すと，第 1 回大会（1982）2 件，第 2 回大

会（1983）2 件，第 3 回大会（1984）2 件，第 4 回
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大会（1985）1 件，第 5 回大会（1986）3 件，第 6

回大会（1987）4 件，第 7 回大会（1988）4 件，第

8 回大会（1989）3 件，第 9 回大会（1990）3 件，

第 10 回大会（1991）1 件，第 11 回大会（1992）3 件，

第 12 回大会（1993）4 件，第 13 回大会（1994）2 件，

第 14 回大会（1995）2 件，第 15 回大会（1996）3 件，

第 16 回大会（1997）1 件，第 17 回大会（1998）3 件，

第 18 回大会（1999）4 件，第 19 回大会（2000）5 件，

第 20 回大会（2001）5 件，第 21 回大会（2002）6 件，

第 22 回大会（2003）6 件，第 23 回大会（2004）5 件，

第 24 回大会（2005）4 件，第 25 回大会（2006）10 件，

第 26 回大会（2007）7 件，第 27 回大会（2008）5 件，

第 28 回大会（2009）5 件，第 29 回大会（2010）3 件，

第 30 回大会（2011）3 件，第 31 回大会（2012）3 件，

である．このように，年々発表件数が増え，第 25

回大会（2006）の 10 件をピークに活発に研究活動

が行われている．大会での研究発表で特筆するの

に，学部学生，大学院生の研究成果の発表が挙げ

られる．これらのことが，沖縄地理学会を前に進

めるエネルギーになっているものと思われる．「沖

縄地理学会会報第 2 号（1983）」から大会での自然

地理学研究の成果の発表要旨が掲載され，「沖縄地

理学会会報第 54 号（2011）」までに 114 件の自然

地理学研究の大会での発表要旨が掲載されている．

　「沖縄地理学会会報」に掲載された自然地理学研

究の話題を列挙すると次の通りである．「沖縄地理

学会会報　第 7 号（1986）」に目崎茂和は「「沖縄

学」と地理学的課題」を寄稿している．その中で，

自然地理学の課題として，島嶼タイプの地理学的



前 門    晃

-96-

設定：「陸島・洋島」「高島・低島」，島嶼性の解明：

島嶼の自然条件・地理学的条件の意義，気候条件

と地形・土地条件との関係，気候変化：特に第四紀，

小気候の特徴，サンゴ礁：分布・成因論，カルス

ト地形・カルスト水文学，琉球石灰岩段丘の発達史，

化学的風化と地形・土壌，マングローブなどの低

地地形，地形形成における生物の役割，赤土流出

に伴う地形変化，を挙げている．また，これらの

課題に対する沖縄の地形の気候的位置を温帯，熱

帯との比較で示している．

　「沖縄地理学会会報　第 9 号（1987）」に前門　

晃は「琉球列島から地域性・一般性を考える一視点」

を寄稿している．その中で，亜熱帯島嶼が琉球列

島の自然・人文現象におよぼす影響は，我々が取

組むべき重要な課題であると指摘し，また，琉球

列島からある現象の一般性を追求しようとすれば，

琉球列島でその現象に取組むと同時にその現象が

顕著におこっている地域で取組む必要性を指摘し

ている．

　上原富二男は，「沖縄地理学会会報　第 11 号

（1988）」に「沖縄県における最近の地形研究の動向」

を寄稿している．その中で，琉球列島の配列，大

地形が地殻変動に規定されている，亜熱帯湿潤気

候環境下の風化・侵食特性が中・小地形を特徴づ

けているという視点から地形研究が行なわれてい

ることを指摘している．

　「沖縄地理学会会報　第 18 号（1992）」に前門　

晃は「ニュージーランドでの研究生活」を寄稿し

ている．その中で，オークランド南部に広がる第

三紀の堆積岩　Te Kuiti Group（テクイチ層群）の

物性と地形との関係を調べた結果，緩傾斜の谷壁

斜面をつくる泥岩・泥質砂岩の斜面勾配にはそれ

らの岩石の強度が関係し，急傾斜の谷壁斜面をつ

くる石灰岩・砂岩の斜面勾配にはそれらの岩石に

発達する割れ目の傾斜が関係する，ことを報告し

ている．

　「沖縄地理学会会報　第 20 号（1993）」に前門　

晃は「熱帯地形研究のメッカをめざして」を「地

形研究，No.4，1989」から転載している．その中で，

地形屋にとっては，熱帯地形があげられ，それに

は，これまで何人かの人が指摘しているサンゴ礁，

ビーチロック，円錐カルスト，石灰岩段丘，石灰

岩堤，遷急点の発達する河床縦断形，泥岩地域の

盆状谷，非石灰岩地域に発達する円錐丘，エスチュ

アリ，マングローブ湿地，亜熱帯気候環境下での

岩石の風化，研究の重要性を訴えている．

　「沖縄地理学会会報　第 31 号（1999）」に渡邊康

志は「GIS ソフトを利用した地質図」を寄稿して

いる．その中で，ボーリングデータベースの作成，

ラベル表示機能による基盤標高等高線の作成，3D

地質図，の具体的な方法を述べている．

　2011 年には第１回の石灰岩地域シンポジウムが

行われ，石灰岩地域の特色・もち味，課題が浮彫

りにされつつある．前門　晃は，シンポジウムの

趣旨説明で，石灰岩の県土に占める割合が 30％，

石灰岩地域は大半が台地で平坦地に恵まれている

から生活とのかかわりが深い地域であること，あ

まりにも身近すぎる石灰岩を今一度みんなで見詰

め直すことが必要ではないかと訴えている．

　自然地理学研究の内容は，地形研究が多いが，

水文，気候，土壌に関する研究も行われ，自然地

理学研究を進めていく上で，これらの研究の充実・

強化を図る必要があると思われる．

2．「沖縄地理」にみる自然地理学研究 

　学会設立 4 年後の 1986 年には，学会誌「沖縄地

理第 1 号」が刊行され，会員の研究成果が広く国

内に公表されている．「沖縄地理」は第 7 号までは

不定期に刊行されたが，第 8 号から査読制を導入

し，毎年発行の学会誌へと更に深化が図られた．

　沖縄地理第 1 号（1986）～第 12 号（2012）まで

順次，公表された自然地理学研究のキーワードを

列挙すると，泥岩丘陵斜面勾配，サンゴ礁海岸の

砂質堆積物分布，海岸の人工化と海浜地形変化，

島尻マージの母材，沖縄島に分布する石灰岩の諸

性質，サンゴ礁地形と民俗分類，山砂利層の風化

による諸性質の変化，泥質堆積物にみられる円形

凹地，琉球石灰岩からなる海崖の後退，サーフベ

ンチの発達要因，Waimai 石灰岩からなる崖の後退，

沖縄島南部の構造地形，Te Kuiti 層群からなる丘

陵の斜面勾配と岩石物性との関係，山地小流域に

おける水および土砂の流出特性，古津波の暦年代

時期，サンゴ礁海岸の砂質堆積物分布，サンゴ礁

海岸における砂質堆積物の移動，干潟堆積物の水
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質浄化機能，渡名喜島の組織地形，海食崖にみら

れるノッチの限界深さ，津波によるサンゴ礁岩塊

の移動，サンゴ礁海浜の前浜勾配，国頭礫層の風

化による諸性質の変化，酸性雨の分布，山地小流

域における水および土砂の流出特性，サンゴ礁海

岸の砂質堆積物分布，自然環境と考古遺跡の立地，

人工海浜の維持条件，マングローブ生育規模に及

ぼす河床勾配の影響，離水ビーチロックの低下量，

円錐カルスト頂部に発達するピナクルの地形的特

徴，亜熱帯林における樹冠通過雨量・樹幹流下量・

降雨遮断量，地下ダム事業による農業用水の安定

供給が農業に及ぼす影響，カメニツァの成長速度，

浮遊土砂と有機物の流出，円錐カルストを構成す

る石灰岩の熱風化の可能性，観光利用による鍾乳

洞の大気環境変化，ジオツアー参加者の意識，琉

球石灰岩に発達する円錐カルスト，である．

　対象とする自然地理学事象は多岐にわたり，ま

た，調査地域も沖縄の島々にとどまらず，本州，

New  Zealand にも広がっている．卒業論文を骨子

として加筆，修正された論文も数多く公表されて

いる．また，学部学生の研究成果が論文としてま

とめられたものもある．地形研究が活発に行われ

ており，中でも，地形プロセス，風化に関する研

究成果が多くみられる．このことは，沖縄でしか

取組めない，取組んだ方が良い研究課題が多く存

在することの表れであると思われ，沖縄の地形の

実態，形成時期，形成要因，形成・変化速度が定

量的に解明されてきている．

Ⅲ　今後の課題 

　若手研究者の育成，地形プロセス・風化研究の

深化，水文・気候・土壌研究の充実・強化，研究

成果情報の発信，が今後に課せられた課題だと思

われる．


