
奄美地域にはサンゴ礁があり，台風による高波もリーフエッジで砕けるために，津波以外の大きな波が

内陸に達することは考えにくい．それゆえ，海岸沿いの後背湿地で，内陸からもたらされた河川性の砂礫

に挟まる有孔虫やサンゴを含む砂層は，津波によって海から運ばれてきた可能性が高いといえる．与路

No.1 のボーリングコアでは，地表付近の 2 層準と深さ 2.5m 付近に厚さ 5cm 程度のサンゴ・貝殻・有孔虫

を含む砂層が確認できた（図 9）．これら津波堆積物の可能性の高い堆積物 3 層準と古い耕作土直上の

古土壌の 14C 年代測定を（株）加速器分析研究所に依頼した．その結果を表 1，2 に示す． 
 

 
測定番号 試料名 採取場所 試料 

形態 
処理

方法 
δ13C (‰) 

(AMS) 
δ13C 補正あり 

Libby Age （yrBP） pMC (%) 

IAAA-141027 14Yoro1-1 鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島 
コア：与路 No.1 深度：2.48-2.50m 土壌 HCl -20.33  ± 0.55  2,450 ± 30 73.70  ± 0.24  

IAAA-141028 14Yoro1’-2 鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島 
コア：与路 No.1’ 深度：0.66-0.67m 土壌 HCl -21.39  ± 0.42  Modern 101.43  ± 0.28  

IAAA-141029 14Yoro1’-3 鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島 
コア：与路 No.1’ 深度：0.52-0.53m 

炭化物混じ

り土壌 
HCl -24.40  ± 0.58  Modern 115.76  ± 0.32  

IAAA-141030 14Yoro1’-4 鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島 
コア：与路 No.1’ 深度：0.21-0.22m 土壌 HCl -23.50  ± 0.38  Modern 111.56  ± 0.30  

 

 

測定番号 
δ13C 補正なし 

暦年較正用(yrBP) 1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲 
Age (yrBP) pMC （％） 

IAAA-141027 2,380 ± 20 74.40 ± 0.23 2,451 ± 26 

747calBC - 685calBC (26.2%) 
666calBC - 642calBC ( 9.3%) 
555calBC - 477calBC (28.5%) 
462calBC - 459calBC ( 0.7%) 
445calBC - 431calBC ( 3.5%) 

753calBC - 682calBC (28.4%) 
670calBC - 611calBC (15.2%) 
594calBC - 413calBC (51.8%) 

IAAA-141028 Modern 102.18 ± 0.27 Modern   
IAAA-141029 Modern 115.90 ± 0.29 Modern   
IAAA-141030 Modern 111.90 ± 0.28 Modern   
 

表層に近い 3 点の試料は Modern と測定され，きわめて若い時代の堆積物であることが確認された．し

かし，その具体的な年代を知ることはできなかった．一般に 1700 年代後半以降の試料では Modern の測

定結果が得られることが多いことから，これらの堆積物は江戸時代後半のものかもしれない．そういう意味

では，この 2 枚のサンゴ・貝殻・有孔虫を含む砂層のうちどちらかは，伝承として残る津波堆積物の可能

性が高いといえよう．一方，与路 No.1 コアの深さ 2.5m 付近の貝殻を含む地層については，古墳～奈良

時代ころの堆積物であることがわかった．古墳～奈良時代は，現在よりも気温がやや低くかったと考えら

れており（たとえば，安田，2011）），海水面は現在よりも低いところにあった．それゆえ，河川性の砂礫に

挟まる有孔虫やサンゴを含むこの砂層は，津波によって海から運ばれてきた可能性がきわめて高いと判

断できる． 
 

3．おわりに 

鹿児島県の奄美地域では，これまで津波災害の伝承や記録は残るものの，物的証拠としての津波堆

積物の存在は知られていなかった．今回の調査で，奄美群島与路島で観察された堆積物は，津波堆積

物である可能性が高い．津波堆積物の確認は，この地域の防災上きわめて重要である．今後，より広域

に調査を行い，その全貌を明らかにする必要がある． 
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JpGU2014，HSC25-P01． 
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屋崎 一，2001，与路島誌．595p. 
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表 1 放射性炭素年代測定結果（δ13C 補正値） 

表 2 放射性炭素年代測定結果（δ13C 未補正値、暦年較正用 14C 年代、較正年代） 

 

 

 

 

 

 

 

イベントポスター関連 

 

 

 

 

 
 開催日： 平成２６年 ９月２３日（火・祝） １４：００～１７：３０ 

 

平成２６年度 日本自然災害学会 学術講演会・オープンフォーラム 

「南九州・南西諸島海域における巨大津波災害の想定」 

 

 

 

 開催日： 平成２６年１０月２５日（土） １３：００～１６：５０ 

 

平成２６年度 防災・日本再生シンポジウム 

桜島火山と地域防災   

－大正噴火の経験を生かす－ 

 

 

 開催日： 平成２７年  ２月 ８日（日） １３：００～１６：５０ 

 

平成２６年度 鹿児島大学・奄美市教育委員会連携シンポジウム 

奄美での津波避難を考える 

～最先端の防災科学と学校での防災教育～ 
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オープンフォーラム
「南九州・南西諸島海域における
　　　　　　 巨大津波災害の想定」
日時：平成26年9月23日（火・祝）14:00～17:30
場所：鹿児島大学　稲盛会館
講演　後藤和彦（鹿児島大学）村上啓介（宮崎大学）
　　　仲座栄三（琉球大学）
　　　野中哲也(地震工学研究開発センター）
　　　パネルディスカッション　質疑応答
　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料
　　　　　　　　　　　　　　(会場にお越しください）

間欠的地震性隆起を示す喜界島
の海岸段丘

主催：日本自然災害学会
　　　鹿児島大学地域防災教育研究センター
後援：京都大学防災研究所

第33回日本自然災害学会学術講演会
　日時：平成26年9月24日(水）～ 25日(木）9:00～17:00
　場所：鹿児島大学工学部共通棟
　参加費：会 員 一 般 5,000円　学 生 会 員 3,000円
　　　　　非会員一般 7,000円　非会員学生 5,000円

主催　　　　日本自然災害学会

後援　　　　一般財団法人 防災研究協会
　　　　　　　　　　　　　  ASSOCIATION FOR DISASTER PREVENTION RESEARCH

協力　鹿児島大学地域防災教育研究センター
　　　学術講演会・オープンフォーラム　実行委員会

懇親会
日　時：平成26年9月24日(水）18:00～20:00
場　所：鹿児島大学教育学部食堂　エデュカ
参加費：一般　5,000円　学生　2,000円

一般財団法人 防災研究協会
 ASSOCIATION FOR DISASTER PREVENTION RESEARCH
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平成26年度　防災・日本再生シンポジウム

日時  平成２６年１０月２５日（土）１３：００～１６：５０
会場  かごしま県民交流センター県民ホール

桜島火山と地域防災桜島火山と地域防災
－大正噴火の経験を生かす－－大正噴火の経験を生かす－

参加費無料
当日参加自由

開会挨拶　前田　芳實　　鹿児島大学長

講　　演　13：15 ～　
  「桜島火山の歴史時代の大噴火」
　　　　　小林　哲夫　鹿児島大学理工学研究科教授
  「大正級大規模噴火の予知に向けて」
　　　　　井口　正人　京都大学防災研究所火山活動研究センター長
  「大噴火による被害想定」
　　　　　下川　悦郎　鹿児島大学名誉教授

パネルディスカッション　15:00 ～ 　
  －大正噴火の経験を地域防災に生かす－

加藤　仁志
山里　 平
木口屋 博文
井口　正人
小林　哲夫
竹元　幹生
宮城 素美子
岩船　昌起
眞木　雅之

住吉　文夫

パネリスト

コメンテーター

閉会挨拶

九州地方整備局大隅河川国道事務所長
鹿児島地方気象台長
鹿児島市危機管理課長
京都大学火山活動研究センター長
鹿児島大学理工学研究科教授
鹿児島市住民
垂水市住民
鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授
鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授

鹿児島大学理事（研究担当）

【お申込み・お問い合わせ】

TEL:099-285-7234　FAX:099-285-8495　E-mail:bousai@kuas.kagoshima-u.ac.jp

E-mail またはFAXで，参加者氏名，所属，連絡先（〒住所・E-mail・電話番号等）を下記までご連絡ください。
〇鹿児島大学地域防災教育研究センター　（URL ： http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/）

主催　　国立大学法人鹿児島大学　地域防災教育研究センター　http://www.kagoshima-u.ac.jp/
共催　一般社団法人国立大学協会
後援　鹿児島県、鹿児島市、霧島市、垂水市、姶良市、鹿屋市、鹿児島県消防長会、日本赤十字社鹿児島県支部、
　　　鹿児島地方気象台、日本防災士機構、 国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所、
　　　NHK 鹿児島放送局、MBC 南日本放送、KTS 鹿児島テレビ、KKB 鹿児島放送、KYT 鹿児島読売テレビ、南日本新聞社

※ご来場の際は、公共交通機関を
　ご利用いただきますようお願いします。

（鹿児島市山下町１４−５０）
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開会挨拶 浅野 敏之 （鹿児島大学地域防災教育研究センター長） 
 

来賓挨拶 朝山 毅   （奄美市長） 
 

総合司会 地頭薗 隆  （鹿児島大学農学部 教授） 
 

13:10～  講  話 
 

 ○ 奄美大島近海での地震と津波 
 

     後藤 和彦 （鹿児島大学理工学研究科 教授） 
 

 ○ 堆積物から分かる過去の津波の履歴 
 

     井村 隆介 （鹿児島大学理工学研究科 准教授） 
 

 ○ 緊急地震速報及び津波警報等について 
 

     緒方 誠   （鹿児島地方気象台防災業務課 地震津波防災官） 
 

 ○ 津波からの避難行動 
 

     岩船 昌起 （鹿児島大学地域防災教育研究センター 特任教授） 
 

14:50～  報  告 
 

 ○ 小湊小学校での防災教育実践 
 

     外戸口 浩春 （奄美市立小湊小学校 校長） 
 

 ○ 大川小中学校での防災教育実践 
 

     田中  浩   （奄美市立大川小中学校 校長） 

15:40～  パネルディスカッション  
 

 －奄美での津波災害に関する課題とその対処法を考える－ 

司  会  岩船 昌起 （鹿児島大学地域防災教育研究センター）  

パネリスト 森山 直樹 （奄美市役所総務課 課長）   
       満枝 賢治  （鹿児島県教育庁保健体育課 指導主事） 
 

 他，上記の講話者および報告者 
 

閉会挨拶 要田 憲雄 （奄美市教育委員会 教育長） 
 
 

 日時   

 会場  （奄美市名瀬長浜町517番地） 
 

参加費無料 

 主催     国立大学法人 鹿児島大学 地域防災教育研究センター，  奄美市教育委員会 
 共 催  奄美市， 鹿児島地方気象台・名瀬測候所             後 援  鹿児島県教育委員会 
 後 援  ＮＨＫ鹿児島放送局，  ＭＢＣ南日本放送，  ＫＴＳ鹿児島テレビ放送，  ＫＫＢ鹿児島放送， 
                  ＫＹＴ鹿児島読売テレビ， 奄美テレビ，   南日本新聞社， 南海日日新聞社， 奄美新聞社 

お申込み 
 
お問合せ 

奄美市芦花部での津波堆積物ボーリング調査 

大川小中学校での避難訓練 

 E-mail  あるいは ＦＡＸ で，参加者の 氏名，所属，連絡先 をお知らせください。 
 

奄美市教育委員会 学校教育課 TEL： 0997-52-1128  FAX ： 0997-53-9501 
                            E-mail: kyoigk@city.amami.lg.jp 
      ※ 当日の参加も可能ですが，資料印刷等の事前準備のためにできるだけご連絡ください。 

        奄美市小湊の海岸と急峻な山地 

南海日日新聞（平成26年11月7日） 




