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11章 隆起環礁の島「南大東島」の誕生と日本最大規模を誇るカルス卜湖沼群

1. 絶海の孤島を形成する隆起環礁の地形と地層

沖縄本島から東方約400kmの洋上に，水深約4000mの海底から 3本の杭を

突き立てたように顔を出す大東諸島がある。北大東島，南大東島，沖大東島の

3島からなるこの諸島は琉球海溝の遥か東方に位置し，約600kmにわたって

大陸と並行に連なる琉球列島には含まれない。大東島は，古くから沖縄の人々

の間では，透か東方の海の彼方にある絶海の孤島という意味で［ウフアガリ島」

と呼ばれていた。南大東島（人口約1400人）と，この北方12kmにある北大東

島（人口約500人）は有人島であるのに対して，南方150kmにある沖大東島は

無人島で， 3島は南北方向に 1列に並Jぶように位置している。いずれの島も小

島で，沖大東島は面積1.15km人北大東島は面積13.3km人周囲16kmの逆三
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写真11ー1 南大東島の海軍棒から
望む断崖絶壁が続く海岸
線（1996.3.23撮影）

写真11ー2 南大東島亀池港の厚く
堆積した流球石灰岩の切
土斜面（1996.3.20撮影）

角形に近い島形で海岸線は絶壁となっている。最も大きな島が面積30.57km2 

の南大東島で，東西5.78km，南北6.54km，周囲20.8kmの短楕円形の島形を

いやはり海岸部は高さ20～50mの迫上がる断崖に囲まれた砂浜のない島で

ある（写真11 1）。

南北，両大東島の地質はほとんど類似しており，島全体が隆起サンゴ礁で覆

われている（写真11-2）。また両島はいずれも，中央部が凹に窪んだ盆地とそ

の周辺部が環状丘陵を形成する典型的な隆起環礁の地形となっている（図11-

1）。 大東島では，島中央の盆地状地形部を幕下，それを取り巻く環状の高台地

形部を幕上と呼んで区別している。両島の地形的な特徴は，島全体が石灰岩か

らなるため，石灰岩特有の溶食作用を受け大小様々のドリーネや鍾乳洞窟など

の窪地が発達していることである。しかも，島中央部の盆地状地形には，この

窪地に雨水などがj留まり，湖や湿地がパッチワーク模様を描いて，独特の湖沼

景観を造り上げている（写真11-3）。湖周辺に形成された湿地は土砂の流入堆

積で埋まった窪地や枯死した植物が埋積して沼地化したもので，完全に水の干

水利科学 No.302 2008 



88 

北港

亀池峰 ．，ドリ ネ町時糊

0 500 1000 15凹m

幕上 幕下

トー4
防潮林

一一一
h

h

h

 

4
・
F
4

0 !km － 図11一1 南大東島の短楕円形の島彩

上 ：平面地形，下 ：断面地形
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上がったドリーネも点在している。
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写真11-3 幕下には石灰岩の溶食
作用で形成された窪地に
雨水が溜まったドリーネ
湖や湿地が独特の湖沼景
観を造り上げている
(1996.3.21撮影）

絶海の孤島に形成された隆起環礁のメカニズムを探る地質調査のために，

1936年北大東島中央部にて地下431m まで掘り下げる当時世界最深のボーリン

グが実施されている。ボーリング・コアの結果から，深さ431m にわたってす

べて石灰岩が確認されている。その石灰岩は有孔虫，サンコ＼貝類などの浅海

域生物の遺骸から構成されている岩石であることがわかった。コア上層部の石

灰岩（新大東石灰岩）は数十万年前程度からの新しい堆積年代のもので，琉球

列島の地層を形成している隆起サンゴ礁の琉球石灰岩と同種類のサンコ石灰岩

であった。しかし下層部の石灰岩（古大東石灰岩）は3000万年以前に堆積した

古い年代の石灰岩とされている。 400m 以上に及ぶボーリングによ っても島の

土台となる岩石 （玄武岩などの火山岩）に達しておらず，大東島の石灰岩は

1000 m 以上を超える途方もない厚さで堆積しているとされ，島の形成起源は

5000万年前以上に遡ると推察されている。古大東石灰岩は白色の結品質の石灰

岩で，南大東島の北岸部に露頭しており観察できる。通称レインボーストーン
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と呼ばれている石灰岩で，間隙には有機物，有孔虫，貝殻などを層状に挟在し

虹色を連想させる色調鮮やかな縞模様を呈している。

2. 島誕生に秘められた壮大な地殻変動のメカニズム

琉球列島を形成する沖縄県の150余の島々に分布している琉球石灰岩では，

通常，サンゴ化石を主体とした浅海域の生物遺骸がせいぜ、い数十 m 程度の厚

さで堆積しているのが一般とされている。大東島での1000m 以上と推定され

る，想像し難い堆積深度の石灰岩層が形成された地質学的理由については，壮

大な地球の地殻変動のメカニズムから説明がなされている。

地球の表面は「プレート」と呼ばれる厚さ約10～100kmの岩板に覆われて

いる。プレートは大きく分けて十数枚あり，各プレートはそれぞれ決まった方

向に少しずつ移動している。日本列島の周りの海底地下では，ユーラシアプレー

ト，北米プレート，太平洋プレート，フィリピン海プレートの 4つのプレート

が互いにせめぎ合っている。日本の東側に広がる「太平洋プレート」は年間約

8cmの速度で西方に，また南にある「フィリピン海プレート」は年間 3～

7cmの速度で北方に移動し，アジア大陸側のユーラシアプレートの下に沈み

込んでいる。今の伊豆半島は，かつては日本列島の遥か南方に位置する小陸片

であった島だが，「フィリピン海プレート」に乗って北方に移動し，第四紀に

入った約100万年前に本州に衝突付加して形成されたと，地球科学的には説明

されている。

大東島の1000mを超える深度で厚く堆積している石灰岩層の存在もまた，

島がプレートに乗って地質学的タイムスケールで、海洋を移動してきたことで形

成されたと推察されている。大東島は数千万年前の第三紀始新世から漸新世の

頃には，今よりもっと南方の赤道付近に位置し，フィリピン海上で顔を出して

いた火山島のーっと考えられている。島の周りには浅海域が広がりサンゴ礁が

発達していたといわれている。現在，大東島は琉球列島との間で北東から南西

方向に走る琉球海溝（最大水深7,881 m）と呼ばれる深い海底の窪地の東側に

位置している。大東島が乗っているフィリピン海プレートは，徐々に海底に沈

み込みながら北上しこの深い窪地「琉球海溝」に潜り込んでいる。当初の火

山島はフィリピン海プレートの北上・沈み込み過程で完全に海洋に没し，赤道

付近から今の島の位置までの移動距離は1000 kmにも及ぶ壮大なスケールの

旅といわれている。しかも移動過程での島の沈み込む速度とサンゴ化石の堆積

水利科学 No.302 2008 
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環織の形成

島の隆起

図11ー2 大東島の厚い石灰岩層はプレートに乗り地質学的タイムスケールで
海洋を移動する過程で形成されたといわれている

首h
海洋

． 
海溝周縁部の隆起緩

’隆起

図11-3 フィリピン海プレートが琉球海溝へ潜り込む際に，沈降から隆起

への地殻変動が発生する

速度がほぼ類似していたことから，大東島では， 海面方向への石灰岩の堆積が

促進される環境が形成され， 1,000m以上に達する厚い石灰岩の堆積層が発達

し，深い深度の古大東石灰岩も浅海域の生物遺骸で形成されることに至ったと

考えられている（図11 2）。

さらに大東島の厚く堆積した石灰岩層が「隆起環礁jの地形を形成するに至

った理由は，プレートの海溝への潜り込みで発生する隆起運動によるとされて

いる。即ちフィリピン海プレートが琉球海溝に潜り込む際に，海溝手前数百

kmのプレート部分では， プレートが固い岩板のため多少弓形に持ち上がり，

このプレート部分では今までの沈み込み（沈降）から隆起に変わる地殻変動が

起こるとされている（図11-3）。海に没していたサンゴ礁で形成されたラグー

ン（礁湖）の部分が海面から顔を出し，大東島の「隆起環礁」が形成されたの

は，最終的には，この隆起運動によると説明されている（図11-4）。大東島で

水利科学 No.302 2008 
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隆起環礁形成

図11-4 大東島の隆起環礁は，最終的には地殻の隆起運動でラグーンが
海面上に現れ，形成されたといわれている

協物彬デ設立~季初礁
裾礁

図11-5 ダーウィンが提唱したサンゴ礁の 3つの基本形態

はフィリピン海プレートの移動による沈降から隆起運動に転じたのはおよそ

100万年前とされ，数千万年前の島の起源からすると，地質学的タイムスケー

ルではつい最近の事象といえる。「進化論」で著名なダーウィンはサンゴ礁を
きェLょう ほ Lょ j かん LJ う

「裾礁J，「壁礁」，「環礁」の3つの基本形態に分類し土台となる島の沈降・隆

起やサンゴ礁の成長・発達などによって「裾礁」から「壁礁」に，さらに「環

礁」へ変化する説を提唱している（図11 5）。まさに大東島は，ダーウィンの

説を裏付けるかのように「隆起環礁」によって島が形成されたとされてし、る。

3. カルス卜湖沼群の形成発達と棲息する動植物

隆起環礁地形での外部の環状地が幕で，その高台部分が幕上である。幕上の

地形はほとんど平坦で最も高い所でも南大東島では海抜75.8m である。まさ

に「幕」といわれる天然の石灰岩の堤防に固まれた島といえる。かつてはラグー

ンであった島中央部の幕下の地形は平らな鍋の底のように幕に閉まれ，外洋の

海面と余り差異のない平坦な低い地形となっている。幕下の平坦な低地に発達

した大きさ・形状の様々な湖沼群は，隆起環礁の地形が形成された後，サンゴ

石灰岩層への雨水・地下水の浸透過程で，溶存している炭酸などの酸性化学物

質の溶食・浸食作用を受けてドリーネ型に陥没した窪地に，水がj留まってでき

たものである。ドリーネ型湖沼の形成は南北両大東島でみられるが，特に南大

東島での発達が著しく，我が国最大規模を誇るカルスト湖沼地形の見事な景観

を造り上げている。南大東島では，湖沼群は幕下の中央部より多少西側寄りに
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山円沖縄水史観 （X) 93 

写真11-4 島内最大の天然湖であ
る大池の湖岸には国天然
記念物に指定されている

オヒルギ群落がある
(1996.3.21撮影）

あり，在所集落の北側に集中して分布している。大小110程の湖沼から構成さ

れており，その内23の湖沼には名称があるとされている。例えば権蔵池や栄太

池のように人の名前が付された湖は，開拓当時の発見者にちなんて、付けられた

といわれている（図11ー1参照）。

湖水池や水汲池などのように，当初，多くの湖は溶食陥没してできた丸形の

トリーネ湖であった。しかし溶食の進展と共に，近接するドリーネ湖が互いに

連結して一つの湖となったのがウハーレ湖で，瓢箪池や栄太池などのように扇

平な形状の大きな湖が形成されている。湖沼群の総面積は島の面積30.57km2 

の約5.42%を占めている。中でも最も大きな湖が湖沼群の北側にある大池で，

面積が0.47km九島面積の約1.54%を占めている（写真11-4）。湖の中には

4つの小さな浮島が存在している。南大東島には，大池を含め，面積が

0.01 km2 (!ha）以上の湖が14存在しており，沖縄県にある0.01km2以上の湖

の全てが集中していて，南大東島は「水郷の島」といえる。湖沼群の平均水深

は lm程度と浅いが，中には 4～Smに達する深い湖も存在している。現在で

は，湖水を農業用水として利水するため主要な湖沼には西水門や東水門などの

水門が設置され，湖沼聞を結んだ濯瓶用排水路が築造されているが，湖沼は鐘

乳洞窟によ って地底で連結しているものが多く，さらにまた外海まで地下洞穴

で繋がっている湖沼もあるといわれている。そのため湖沼によっては，水深方

向に塩分濃度が異なり，深くなるにつれて淡水から海水に水質が変化するもの

や，外海の干満差に連動して湖水面が上下方向に変位する湖沼も存在している。

湖沼群は動植物にとっても豊かな自然環境を育んでし、る。大海に浮かぶ孤島

であることから渡り鳥などにとっては重要な中継飛来地の島となっている。湖
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やその周辺の湿地にはカイツブリ，マガモ，リュウキュウヨシゴイ，カワセミ，

ダイトウサギ，ゴイサギなどの水鳥が棲息・飛来し，南大東島では約130種，

北大東島では約95種の鳥類が記録されており，探鳥の島としても人気が高い。

湖にはフナ，コイ，ティラピアなどの魚類をはじめ，湿地などにはオオヒキガ

エル，ヌマガヒキガエル， ミヤコヒキガエルなどの両生類が棲息し，甲殻類の

危急種であるドウクツヌマエビとハグロテッポウエビおよび希少種であるアシ

ナガヌマエビの棲息も確認されている。昆虫類の棲息環境にも恵まれ南大東島

では363種が記録されており，湖には貴重なコフキオオメトンボやヒメ ミズカ

マキリなどが棲息している。

南大東島には国の天然記念物に指定されているものが 3種ある。その 1つが

1975年 3月18目指定された大池の北岸周辺に繁茂するオヒルギの群落である

（ちなみに他はダイトウオオコウモリと東海岸植物群落）。見学コースとなって

いる湖岸周辺の湿地帯には木道の遊歩道が敷かれ大切に保護されている。コー

ス入口には石碑と説明板が設置されており，マングローブを形成している南大

東島のオヒルギ群落が何故天然記念物に指定されたのか，その所以となる世界

的にも希少な生態が紹介されている。

『 国指定天然記念物 大池のオヒルギ群落昭和50年 3月18目指定

マングローブとは，熱帯および亜熱帯の海岸や河口など，海水と淡水と

の混ざり合う，潮の干満の影響を受ける泥質環境に成育する樹林のことを

し、L、ます。その代表的な木の種類はヒルギ科植物で，日本に三種類分布し，

南大東島にはオヒルギのみが分布しています。

オヒルギの実果は親樹に付いたまま発芽するため，種子は胎生種子と呼

ばれ発芽した梶棒状の胎生実生（みしょう）は，海流で運ばれて広がりま

す。南大東島のオヒルギは，内陸の池のふちに成育し，潮の干満の影響を

受けず，また海流による種子の移動もなく，外洋から隔離された環境に成

育する世界的にも珍しい陸封型のマングローブです。南大東島のオヒルギ

群落は，島の形成初期の環礁時代に，礁湖（ラグーン）に入り込み成育し

てし、たものが，島の隆起にともなってアダンやオオハマボウなどと共に，

池に残されたものと考えられています。

大池のヒルギ群落は，その前縁（池側）にイネ科のヒトモトススキ群落

が成育していること，林内に陸上植物のモクタチバナ，クチナ、ン，ガシュ
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マルなどが生えていること，水の流れがほとんどないために，実生が落下

しても流れず親樹の下で密に成育していること，オヒルギの成木に板根

（ばんこん）がよく発達することなど， 他にほとんど見られない特徴を持

ち，学術的にきわめて重要な植物群落です。

貴重な天然記念物を保護するために環境を大切にしましょう。

文部省 沖縄県教育委員会 南大東島教育委員会 』

マングロープはヒルギ類の総称として用いられる用語である。南大東島では

オヒルギ単種で‘あるが，我が国最大規模を誇る西表島のマングロ ープは，オヒ

ルギ，メヒルギ，ヤエヤマヒルギ，ヒルギモドキ，ヒルギタマシ，ヤマプシキ，

ニッパヤシの 7種類のヒルキ、から構成されている。 マングローブは干満差によ

って海水と淡水が混じり合う河川の河口域や下流河岸域，即ち「、主主域」と

「海水域」に生育するところにユニーク性があり，通常，淡水域では生育でき

ない生態を持った植物である。南大東島のオヒルギを淡水域で‘も生育可能な珍

種に生態を大転換させたのも，隆起環礁の形成に起因しているようだ。海洋を
たtせ L しゅし

漂流していたオヒルギの胎生種子が南大東島の大池付近に着生した頃は，海水

が容易に流れ込むラグーンが形成されていた環礁時代で、あった。しかし地殻変

動が沈降から隆起運動に転じることで，ラグーンは徐々に海上に顔を出し，南

大東島は隆起環礁の島へと変化していった。そのため海水の流れ込みが遮断さ

れ，閉鎖された内陸部の湖沼で、は淡水化が進んでいった。オヒルキ、はこの環境

でも枯死することなく，逆にみずからの生態を少しずつ変える ことによ って淡

水環境に順応するみちを辿ったといえる。生命の遅しさと浪漫を感じる，オヒ

ルギの幾世代も掛けた淡水順応化への進化の歴史には，壮大な島の形成起源が

刻まれている。

4. 驚嘆する造形美の地底世界 「星野洞」

ドリー不湖やウパーレ湖などの100を超える湖沼群の他に，サンゴ石灰岩で

覆われた南大東島では鐘乳洞窟も発達しており，島一円に120ヵ所程点在して

L、ると推定されている。この内，洞長が100m を超える洞窟が12ヵ所報告され

ている。最も大きな洞窟が島北西部の海抜約41m の幕上にある洞長約400m 

の星野洞である。洞窟の扉を聞けて無味乾燥的な長いコンクリートのトン不ル
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写真11-5 我が国で最も美しい鐘乳石が発達しているといわれている星野洞
(1996.3.20撮影）

を下ると，驚嘆するほど神秘的な地底の世界が広がっている（写真11← 5）。針

先のように尖頭状のつらら石，純白なフロース卜ンやカーテン，綴密に成長す

るストロー，巨大な石柱は大黒柱のように洞窟を支えている。我が国で最も美

しいと思われる洞窟全体の装飾が，まるでコンビュータ制御で精密に造形－管

理されているかのようである。 1996年3月にこの洞窟を訪ねているが，そのと

きの記憶では，役場に見学（無料）を申し出て洞窟入口扉の鍵を借用して中に

入り，再び扉に鍵を掛けてその鍵を役場に返却したように曹、う。これは，鐘乳

石成長の大敵となる乾燥作用を設置された入口扉で洞窟を密閉して防止し，星

野洞の素晴らしい洞窟環境を保全するためと合点したのである。また星野、洞か

ら東方約 2kmの距離に玉置洞がある。幕下の畑地にあり，開口部が樹木に覆

われた窪地て、見学洞はない。下に降り薄暗い洞窟奥を覗くと地下水がj留まって

おり，半ば水中に伸びた沈水型の珍しい鐘乳石群が観察できる（写真11 6）。

鐘乳石は水中では成長できないので，過去に水位の上昇変動か，あるいは地層

の沈降現象が起こったことを物語っている。
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写真11-6 沈水型の珍しい鐙乳石

が観察できる玉置洞

(1996.3.20娠影）

幕下の平坦な盆地状地形では，全面に広がるサトウキビ耕地の升目状の幾何

学模様が点在する湖沼群と調和し，独特の水郷景観を醸し出している。製糖事

業が島の主要産業であることから，サトウキビ耕地の面積は島総面積の実に約

60%を占めている。この農耕地を潮風害から守るために，開拓当初から環状の

幕上やその斜面には 2重， 3重に取り囲むように防潮風林が植林されてきた。

滑走路1500m の新空港（DHC 8型機用，定員39名）が島東岸の幕上に移設

開港された1997年 7月以前までは， DCH-6型機用（定員14名）の旧空港滑

走路（1000m）が湖沼群を横切るように幕ド中央部に建設されていた。旧空

港当時に訪ねた調査メモを聞くと，重量制限があったようで，搭乗前には体重

とザ、ックの重さが計測され，ザックの重さが20kgと10kg超過していたことで，

追加料金（4300円）を支払っている。また帰路時には天候の関係上欠航となり，

1日長く島を満喫できたと記されていた。新空港の移設と充実によって，南大

東島の幕下に広がる我が国最大規模のカルスト湖沼群が造り上げる水郷景観に
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は滑走路とし、う人工構造物がなくなり，自然観が深まり，隆起環礁の島の形成

起源を含め，学術的にも一層貴重な存在になるものと考えられる。

現在人口約1400人の南大東島も，今から100年程以前は無人島であった。開

拓の父玉置半右衛門氏が総勢23名で，郷里の八丈島（今の東京都）から60余日

の難航海を経て現在の西港に上陸し初めて開拓に着手したのは， 1900年（明

治33年） 1月23日のことといわれている。入植当時，亜熱帯原生林に覆われた

未聞のジャングルであったという島も，道を聞き農耕地を開墾し，精力的に開

拓が進められたことによって， 2年目には既に，黒糖製造の「砂糖の島」とし

ての基盤を築くに至っている。引き続き，数次にわたって入植者が加わり，

1916年（大正15年）頃には，人口3,500人を超える島となっている。 この頃ま

では， 玉置氏が玉置商会を設立し固から南大東島を払い下げて島の運営を行っ

ていたことから，島は玉置時代と呼ばれ， 1946年（昭和21年） 6月12日に村制

が施行されて南大東村が誕生するまでは，製糖会社が経営する島となっていた

ようだ。

6. 厳しい水事情の歩み

開拓当時は島人も少なく，湖沼が多かったことから，沖縄県の島の中でも珍

しく飲料水には困らない島であった。しかし島の発展と共に入植者も増え水需

要も増加するが，外海と地底で繋がっている湖沼が多く水は塩辛いため，雨水

が貴重な飲料水として利用されてきた。南大東島では， 1976年10月に初めて簡

易水道が敷設され，在所集落を中心に給水が開始されている。湖水を水源とし

て，その水を浄化処理して供給していたが，やはり僅かに塩辛いこと，全島に

行きわたるように給水できないこと，農薬使用量が年々増し湖水の水質が悪化

したことから簡易水道が敷設されたが，しかしその後も各家庭ではもっぱら雨

水をタンクに貯留して飲料水として利用してきた。現在は， 1990年 5月に完成

した簡易水道全島給水施設の海水淡水化システムが稼動し，清浄水の配水が行

われている。水源としては，直接，外海から扱み上げる海水ではなく，海岸付

近の厚い石灰岩の岩盤に海水用井戸を掘り浸出した海水を取水している。海水

淡水化水量は 1日当り 730tで，今は，給水件数約700戸の家庭に清浄水の安定

供給がなされている。

海水の淡水化は半透膜を利用した逆浸透法によっている。「半透膜」とは，

水のような小さな分子は通すが，塩分などの大きな分子は通さない性質を持つ
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た膜のことである。そのため半透膜で中央を仕切られた U字型容器の一方に

真水を他方に海水を入れた場合，真水が徐々に半透膜を透過して海水側に流入

し，両者の塩分濃度が均一になろうとする作用が働く。この透過現象を「浸透」

と呼び，真水側と真水が流入し所定の高さまで上昇した海水側との水面差に相

当する圧力を「浸透圧」と呼んでいる。「逆浸透法」とはこの浸透原理を反対

に応用したものである。即ち，海水側に浸透圧より大きな圧力を外部から強制

的に作用することで，今度は逆に，海水側から海水の水分が半透膜を透過して

真水側に流入することになる。そのため海水から水分だけを抽出し塩分を分離

できることから逆浸透法といわれている。この画期的な科学技術の導入で無尽

蔵にある海水の淡水化が可能となり悲願の水不足解消が図られている。

亜熱帯海洋性気候に属する大東島の近海域は我が固有数の台風発生域でもあ

り，特に 5～10月の降水量が多く，年間降水量はほぼ1700mm  tこ達する。海水

淡水化施設が完備され，飲料水の全島安定供給が確保されているが，まだ，多

くの人家の庭先や軒先には巨大なコンクリート製タンクや新設されたスチール

ι 病l

写真11-7 南大東島では今も雨水

が貴重な生活用水として
活躍している（1996.3.22

撮影）

水利科学 No.302 2008 



100 

製タンクが設置されている（写真11 7）。屋根に降った雨水を樋でヲIl、て集水

する貯留タンクである。今なお，日常の飲料水として，また簡易水道の断水に

備えた非常時用の生活用水として利用するために雨水が貯留されている。

7. 農薬汚染が進む湖沼

我が国最大規模を誇るカルスト湖沼群を形成している南大東島の湖沼，殊に，

淡水の湖沼は，開拓往時は，島民の貴重な飲料水源であった。しかし島の主要

農産物であるサトウキビ生産量と比例するかのように，農薬散布量も年々増加

し湖沼群の水質は悪化し「死に水」と化しつつあるように思う。湖沼群にはた

くさんの魚が棲息しているが，農薬汚染が怖くて，地元では誰も食べる人はい

ないという話を耳にして大変がっかりした記憶がある。壮大な地質学的タイム

スケ ールをかけた隆起環礁形成の生い立ちとそこに発達した独特の水郷景観の

島に相応しく，今後は，湖沼群の水質改善に期待したいものである。

くフィールドガイド＞

南大東島までは那覇空港から航路で南大東島空港へ約 1時間。あるいは那覇市泊港南

岸からフェリー「だいとう」で南大東西港へ約14時間（週 1便か 2便），天候で欠航す

る場合あり。島内には定期ノミスはないが，レンタサイク ノレ有り。

＜訪調年月日〉

①1996. 3 .19～24 （大東諸島南大東島全域）
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