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研究発表講演要旨

1 対馬島・内山盆地に露出する花闘岩・石英斑岩及び斜長斑岩の特徴

柏 原 公 二 郎 (株式会社 昭和ボーリング)

位置・地形

対馬島の南部対馬市厳原町内山～佐須瀬に

あって,周 囲を標高500m～ 600m級の トック

リ型稜線に囲まれ,内部はの盆地からなる.

その外側には, これより放射状に伸びた分

‖‐

岐稜線が形成されている.           l
盆地の中央を瀬川が流れ,下流は蛇行 し稜

線間隔も狭い.                J
付近を構成する岩石は,盆地内部には花商

岩が分布 し,そ の周囲を櫂曲を受けた古第二

紀対州層群が取 り巻き,放射状稜線の谷間に

は花商岩が露出する.

花商岩 と対州層群の境界は中央部でEL300m～ 350mに ある

が,周 囲に低 くなり,河田部では露出していない。

内山盆地は,花商岩が最 も隆起 した位置にあり,且つ最 も

深 く浸食を受けた位置にあると言える。

石英斑岩は大鳥毛山周辺に露出 し,電氣石を含む.斜長斑

岩は盆地の東側壁に露出し,硫化鉄鉱 (白 鉄鉱)を多 く含む.

顕微鏡下の特徴

花商岩中の長石には,そ の外周に平行 して,少 し内側にヒ

ダ状の筋が見 られ,そ れはガラス質のものと,光を通 さない

ものがある。

石英斑岩の斑晶は角が取れ丸みを帯びているが,詳細に観

察すると,周縁には歯車状の凹凸線が見 られ,凹面か らは粒

子が分離 したようイメージを受ける.更に結晶の分離,裂 け

目などの形跡が想像される.マ トリックスには顆粒状の粒子

が多 く含まれる.

斜長斑岩には微文象組織が広 く認められ,

硫化鉄鉱 (白鉄鉱)が多 く含まれている.

機 隷 図
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2 第 236回長崎 ジオツアー (長崎市茂木地区)の報告

山 り|1   続 (時津町立鳴北中学校)

1979年,鎌田・堀回・山川・松本は,長崎市北浦町赤崎鼻の地層から発見 したアンモナイ ト,イ ノセ

ラムス化石を報告 し,自亜紀後期の‖
三ッ瀬層

Hで
あることを明らかにした.そ して,2012年3月 12日 ,

福井県立恐竜博物館と長崎市科学館は同じ海岸で,自亜紀後期 (約8400万年前)の草食恐竜ハ ドロサ

ウルス科の脚の骨とみられる化石を発見 したと発表 した.そ こで,今回のジオツアーで,茂木地区の

長崎変成岩類とあわせて,北浦町海岸に露出する
‖
三ツ瀬層"を 観察することにし,「 イノセラムスや

恐竜の化石を探そう」のサブテーマにした.

2012年 3月 11日 (日 ),午前10時30分,長崎市茂木港・長崎天草高速船 ター ミナルに集合 した.恐竜

化石発見ということもあり,参加者数は,会員13名,一般6名,学生2名 の合計21名 で,最近にはない
,

多数の参加者でした.

茂木植物化石層①は,1979年 07月 27日 ,天然記念物(県指定 )

に指定され,金網でおおわれている.土砂や落ち葉がたまってい

て,天然記念物指定と保全との関わりについて, いつも考えさせ

られる場所である.本邦の新生代植物化石の最初の記載 となった

地層で,31科40属52種が識別されているが, ブナが最 も豊富であ

る.葉化石が浮き上がっている状態から,流紋岩～デイサイ ト質

の火砕流堆積物の水中堆積物 と思われている。本層の軽石質火山

角礫岩か ら5。 68± 0.51Maの 年代が報告されている (田 島ほか ,

1992).立 石海岸②には,ス ラス ト上盤になる三郡変成岩 0周 防帯

(214-162Ma白 雲母K―Ar年代 )の 千枚岩～無点紋片岩の緑色片岩

と, この片岩中に取 り込まれたブロック状の変花商岩や ドロマイ

ト,大理石がある (千枚岩メランジュ).南側には三波川変成岩

(87-86Ma白 雲母K―Ar年代)の 点紋帯の黒色片岩・緑色片岩があ

り,干潮時に,「 いけす料亭 こがね」下の岩場で,両者の境界を観察できる。潮見崎海岸③では,三

郡変成岩・周防帯の結晶片岩中に取 り込まれた変斑れい岩が伸ばされて,脈状になっているのをいく

つも観察できる (千枚岩メランジュ)。 旧長崎南商業高校下の崖Cに は,火砕流堆積物と土石流堆積

物のみごとな互層があるc崖の下部にある軽石と泥を含む部分が,水中火砕流堆積物なのか降下性堆

積物なのかが議論になったが,結論は出なかった。赤崎鼻⑤の東側にも三郡変成岩 0周 防帯の緑色片

岩が露出していて,変斑れい岩やチャー トがブロック状,脈状に入っている (千枚岩メランジュ).

赤崎鼻西側には,三郡変成岩 0周防帯の緑色片岩と断層によって,不整合で接 している白亜系の三ツ

瀬層が分布 している.い よいよ恐竜化石探 しです。草食恐竜ハ ドロサウル

ス科の脚の骨が発掘されたれき岩層を中心に全員で探 しますが,見つかり

ませんで した.2004年 7月 4日 ,田島俊彦氏が見つけたイノセラムスを観察

できました.8年たっているので,表面の模様はかなり摩耗 してました.

今年,6月 2日 ,発表用の写真を撮 りに行ったとき,1979年に発見 したイノ

セラムスと同 じ泥質砂岩中から,新たにイノセラムス化石 1個体と殻が溶

けた巻き貝化石を 2個体を見つけました。今までに, この地層の最下部の

泥質砂岩から,ア ンモナイ ト2種 2個体,イ ノセラムス 1種 3個体,そ の

上の砂岩からイノセラムス 1種 1個体,そ してその上のれき岩層からハ ドロサウルス科の脚の骨化石

が見つかっている.今後 も,発見される可能性は大であり,露頭の保全が求められる.

濶
勒

―-30-



長崎県地学会 平成24年度研究発表会

3。 長崎県島原半島の南部ホルストの日之津層群饉雲仙火山岩類ならびに
雲仙グラーベンおよび島原半島北部ホルストの雲仙火山岩類の構造運動について

田 島 俊 彦 (長崎市)

資料図1 0 Legend:島 原半島南部地域の地質図,図30表 3:雲仙火山地質図 0火山層序表,資料 9:長

崎県南部～熊本県西南部地域の火山層序表,資料 10:島原半島南部地域の火山層序表,資料 11～ 13:回 之

津層群 0雲仙火山岩類諸元を示 し,資料 4,5,6,7,8にそれらを概説 した.

資料 6:口之津層群下部層はN～Eに ,上部はW～ NW～ Nに緩傾斜 し,全層厚は大塚(1966a);1200m+,

大塚ほか(1995);1390m+と 推定され,多数の正断層によって切断されている.筆者は島原半島の構造

運動の傾向を現 していると思われるヒス トグラムを作成 して
‖
溶岩 0火砕岩の噴出量・堆積量・侵食―

削剥期間
‖
等について検討 し,日之津層群の全隆起量は1618m,全沈降量は809m,累計2427mの推定

値を得た.ま た塔ノ坂安山岩は550m十,雲仙火山岩類は2686mの 隆起量(25mm/y)を 示 し,そ れらの

マグマ溜まりと想定される付近には内陸地震帯[清水ほか(1995),清 水(2011)]を伴い,隆起―沈降の中

心は,早崎半島南部からNW～ Nに橘湾,NEに塔ノ坂を経て温泉岳付近の地下(資料 12の給源を参照 )

に限 られていることが判明した.

資料 4:図 4～図 8に は北串山～南串山地域に見 られる露頭を模式的に図示 した.図 9の [1]～ [6]に は,

島原半島南部ホルス ト・金浜断層・木指ホルス ト0木指断層 0日 当ホルス ト・ 日当断層の形成過程を

模式的に図示 した.図 9か らは各ホルス トが個々に隆起・沈降を繰り返 し,ホ ルス ト境界では正断層 0

逆断層の複合断層が形成された事が推察される.

資料 5:図 1の金浜川南側には南串山層や塔ノ坂安山岩溶岩および竜石層下部層が分布 しているにも

関わらず33条の必従川が発達 している。木指ホルス トを造る金浜川北側には,比較的に侵食されやす

い竜石層中部層が分布 しているが,形成された必従川は僅かに 7条に過ぎない.資料 5の事象は資料

4の [1]～ [3],[4]～[6]図 のように推定 した.

資料 8:図 2-3中尾牧野～岡東地域の地質断面図の岡東から中尾牧野までには,最下部に岡東溶岩

が伏在 し,そ の上部に数枚以上の鉢巻山溶岩が見 られる。岡東から中尾牧野間には断層は確認できな

い.こ の事象から岡東の標高250m地点までにあった鉢巻山溶岩が塩屋～岡東間の千々石断層が形成さ

れるのと同時に→の方向へ滑落―沈降 したのではないかと推定される.

資料 7:雲仙グラーベン東部の 6扇状地扇端部は縄文時代～弥生時代～古墳時代後期～現代までの遺物 0

遺跡を埋蔵[古田(19741]し たまま沈降
*[古

墳時代を1500年前 とすれば1500y× 2～3mm/y=3～ 4.5m沈 降]

しつつある.ま た雲仙グラーベン西部 4扇状地扇頂部および雲仙火山中央部は隆起 しつつあり,橘湾

は更新世前期より沈降[本田ほか(1995)]― 陥没 し続けている.こ のことから布津断層 0深江断層は正

断層と逆断層の複合断層であり,そ の活動時期は古墳時代後期～現代までにおよび,今日もゆっくり

と変動 し続けていると推定される.

*多 田(1993)は 雲仙グラーベン内水準点の沈降速度を2～3mm/yと した。

終わ りに :島原半島では口之津層群の隆起(隆起量0.66mm/y)0沈 降,橘湾の沈降丁陥没,雲仙火山

の静かなる隆起(隆起量25mm/y)―沈降運動が続いているが, これらはフィリピン海プレー トの活動

とは無関係[中 田・鎌田(1988)]で ある.雲仙火山地域における地殻変動は,ユ ーラシアプレー ト[多 田

(1993)の 重力異常図の-3km以浅のカルクアルカリ岩マントル]内 で起きている.

島原半島の断層は正断層と逆断層の複合断層であり,今後は南北に開 く構造運動ばかりではなく,

Stereoscopeで は見えにくい隆起現象や古墳時代以降の扇状地の動きにも留意 しなが ら地質 0地形を

読み解いてゆく必要があるように思われる.
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4.大村湾における現生貝形虫群集と内湾環境

河野重範(島根県立三瓶自然館)・ 入月俊明(島根大0総合理工)・ 野村律夫(島根大・教育)

長崎県の中央部に位置する大村湾は佐世保湾の支湾で,南北約26km,東西約1lkm,面積は約320

kJの 袋状の内湾である.母湾の佐世保湾 とは,針尾瀬戸と早岐瀬戸の2ヶ 所で接続 しているが,早岐

瀬戸は浅 く狭小なため,海水交換のほとんどは針尾瀬戸を通 じて行われている.大村湾は湾回から湾

奥までの長さに比べ,湾回の長 さが極めて短 く,そ の比か ら求められる閉鎖度は130と 極めて高い

(松岡,2004).大村湾は湾の収容量に対する海水交換が不十分なため,そ の内湾環境は特に高度経済

成長期以降急激に悪化 し,現在でも毎年のように貧酸素水塊の発生が見 られることから良好な状態に

あるとはいえない.微小甲殻類の一分類群である貝形虫類は,内湾の底質中に普遍的に存在 しており,

群集解析を行うことによって底質環境を知ることが可能である.本研究では,大村湾の底質環境の現

状を解明することを目的とした.

本研究に用いた試料は,2005年 10月 に大村湾全域でエクマンバージ式採泥器を用いて採取された38

試料である.試料は表層約lcmの酸化層をへ らで分取 し,一部を含水率の測定 とCHN元素分析に,

残 りを貝形虫群集解析に供 した.

CHN元素分析結果から,TOC(全 有機炭素)濃度は湾中央から湾南部の水域にかけて3%以上の高

い値を示 した.一方で,湾中央から湾口にかけての水域では2.0～ 3.0%で あった。TN(全窒素)濃

度は,湾 回周辺と沿岸付近を除いて,概ね湾全域で0。 3～ 0。 4%の濃度であったeC/N比 は,津水湾や

時津港といった支湾の最奥部や沿岸付近において高い値を示 したが,湾 日から湾中央にかけては8以

下の低い値であった.

貝形虫は,全 38試料から97種が得 られた.そ の種多様度は湾口周辺と沿岸で高 く,湾中央から湾奥

にかけて低 くなる傾向が認められた.いずれかの試料で3個体以上の産出が認められた54種を対象に,

HOrnの 重複度指数によるQモ ー ドクラスター分析を行 ったところ,5つ の員形虫相 (A～ E)が認め

られた.貝形虫相は外洋水が流入する針尾瀬戸を中心に,大崎半島の沖合付近までA～ Cの帯状の分

布をなしているが,大崎半島以南の水域においては極めて沿岸に近い地点を除き,全て員形虫相Dが

分布 していた.湾 回周辺の貝形虫相Aは ,■ arjια ιοsαθんsjSや の ιんθrttιθrοん麓jarθんsθ といった砂底

種が卓越する。貝形虫相Bは ,のιんθrTιθrοη ttjじ rθ EsθやScんιzοりιんθrθ んjsん jηο
“
νθjと いつた砂底

種 とともに,Nのんθsjαθα οιιgοαθんιαιαのような葉上種が卓越する.貝形虫相Cは Bj6οrん acνιんθrθ

bjsαんθんsjsが優占するが,ら,ιんθrο ttο″んα αttμんθιαιαも卓越する.貝形虫相Dは B。 わjsαんθんsjsが

最 も優占し,C.αιαιαやθo αθ叩
“
んθιαιαが随伴する.員形虫相Eは彼杵沖の極めて沿岸に近い試料で

構成され,S.9“αごrjαθ
“
ιθαιαと二 膨rα%"ο ttjcαが優占種であったe

本研究により,大村湾の貝形虫群集は針尾瀬戸から流入する外洋水に強い影響を受けていることが

明 らかになった.ま た,大崎半島以南の湾中央～湾奥にかけての水域では,B。 わιsαんθんsιsや θ.

αθ叩しんθιαιαなどの汚濁指標種が卓越 しており,湾内で有機汚濁が進んでいることを示 している.特

に,貧酸素水塊に耐性のあるB.bjsαんθんsiSの 卓越と種多様度の低さは,湾中央～湾奥において頻繁

に底層に貧酸素水塊が形成され,底質の員形虫群集に影響を与えていることを示唆 している.今後 ,

粒度分析を行い,貝形虫群集と有機物,粒度との関連を検討 していく予定である.
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5。 地すべりのすべり面の観察と特徴

山 田 好之助 (藤永地建 (株 ))

地すべりと崖 くずれの定義の違いのひとつに,地すべりでは移動層と不動層の境界に
‖
すべり面

Hと

称される特定の境界面が存在すること,崖 くずれではこの特定の境界面が存在 しないことが特徴とさ

れている.長崎県県北地域は,全国的にも地すべり多発地帯で,H北松型地すべり
Hと

して知 られてい

る.演者は,地すべり対策工事の際に発見された数地域の地すべりすべり面について観察を行ってい

る.

富寵‡購
携懇譲ぐ

工毒 ti囃奪斥晏ノ  革聾‐.f鼻 れ轟れ・ヽ1詳轟二義実ふ
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袋議

i■tゴ蓋il薔轟t彙量)｀電な。なtt⑮載
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図1 ゴヒ松地区の地すべりのすベリ面の例 (ス ケッチ)

観察の結果,すべり面には次のような特徴が認められる.

1)地すべり面は,地質構造 (層理面 0堆積物境界面)に規制されるが,そ の面は一様な板状の平坦

面ではなく,凹凸があり波打っている.

2)すべり面はせん断面であるので,地質断層のように
‖
鏡肌

‖
や

Hさ っ痕
‖
が認められる.

3)さ っ痕の方向は,地すべり移動方向に調和的であるが,すべり面自体の最大傾斜方向とは必ず し

も一致 しない.

4)すべり面は,厚 さ数ミリの薄い粘土層で, さっ痕が生 じている鏡肌に沿って上下にはがれる.粘土

層は,や わらかくなったチョコレー トのような硬さで,粘丁性がある.

5)し ばしば,すべり面に1～ 3ミ リの細礫が挟在され,回転 した痕跡が残っている.

6)すべり面の上下には,断続的に鏡肌が発達するせん断ゾーンが認められ, レンズ状の隙間が認め

られる場合がある.

7)すべり面を含むせん断ゾーンを境界にして, シャープに変化 している場合,上下層の物質を取 り

込んでいる場合,ま た,せん断ゾーンが不明瞭でさっ痕 も認められない場合がある.

これらの特徴は,①すべり面付近の地質構造の差異,②地すべり活動の差異 (すべり面沿いのせん

断移動量の差・地すべりの回数の差など),お よび③地すべり移動土塊における位置の差異 (す な

わち地すべり移動土塊の頭部域 0中央部域 0末端部域のすべり面形成場の差)を反映 しているもの

と考えられる.今後は,すべり面付近の ミクロな構造について観察を深めたい.

二桑簸が
ゴ
摯

孝
）
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6.島原半島ジオパークと第 5回 ジオパーク国際ユネスコ会議

寺  井  邦  久 (長崎県教育センター 主任ヤ旨導主事)

2012年 5月 11日 から16日 まで,第 5回 ジオパーク国際ユネスコ会議が島原半島で開催された。31カ 国

593名 の参加者があり,大成功に終わった.6日 間の参加者の合計は5300人 に達 した.

11日 は快晴のもとプレ巡検が行われ,16名 の海外の参加者を仁田峠→妙見岳→紅葉茶屋→新道→風

穴→立岩の峰→普賢岳→あざみ谷→仁田峠のルー トで案内した。この日の夜はウェディング石川でア

5月 11日  プレ巡検で参加者全員が普賢岳頂上に立つ.

12日 は島原復興アリーナでいよいよ開会式。基調講演やフォーラム等が行われた。

基調講演の様子

多数の参加者で埋まった会場
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13日 は大会2日 目で中高生 によるポスター発表や ジオパークガイ ドフォーラム,秋篠宮様御臨席の

もと子供 フォーラム等が行われま した。

中学生 も英語で一生懸命説明 しました.

14日 は中日巡検が行われた.あ いにくの雨になったが,

島原大変・平成新山コースの 3コ ースで実施された.

15日 は最終日でジオパークと防災フォーラムが開かれ,

オパークにおける 8項 目の島原宣言が発表された.

1,東 日本大震災とジオパーク

2,自 然災害におけるジオパークの役割

3,気象変動問題におけるジオパークの役割

4,自 然資源の管理にあたってのジオパークの役割

5, ジオパークの遺産の保全と活用

6, ジオパークに関連する組織間の協力体制の確立

7,ネ ットワーク作りと持続可能な発展

8,将来のジオパーク

温泉断層コース,島原半島成 り立ちコース,

15:30か ら閉会式が行われた。この中でジ

16日 ポス ト巡検が雲仙山頂を中心に行われた.こ の巡検を最後にすべての日程が終了 した.

これからのジオパークは地球の歴史を扱 うだけでなく,防災教育を取 り込みながら行なっていく必

要がある.来年は4年 に1度の世界 ジオパークの再審査が行われる.持続可能なジオパークを目指 して

これからも頑張っていきたい.
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7。 野母半島の白亜紀層とホウ素鉱物の観察

武 内 浩

第238回長崎ジオツアーを平成24年 5月 20日 に,長崎市野母崎町内で

行 った.参加者は会員が9名,一般から4名の13名 であった.

目的 :変斑れい岩中のホウ素鉱物の産状と,自亜紀層 (三 ッ瀬層)の

露頭を観察する.

観察地点と観察のポイン ト (地形図を参照)

(1)野母変斑れい岩複合岩体中のホウ素鉱物 (地形図上の地点①と④)

・斧石 (オ ノイシ)と ダ トー石の観察 :変成岩を構成する鉱物,ホ ウ

素を含む鉱物の産状,鉱物の肉眼鑑定 (色,形,つ や,硬 さ,破面 ,

化学反応)

(2)白 亜紀層 (三 ツ瀬層)の露頭 (地形図上の地点③)

・恐竜化石 と翼竜化石が含まれていた地層の観察 (野々串海岸):地
層の岩相 (粒子の大きさ,色,均質性)と 走向傾斜,断層の方向とズレの大きさ9地層内の堆積構

造,含 まれているもの (化石)→ これらからの堆積 (古)環境の推定

ツアーの概要

(地点①)防波堤の扉から海岸線へと出た.観察は海岸線に沿 って西方へ移動 しながら行 った.こ こに

は「野母崎変成岩類」が分布 しており,最初に泥質片岩が次いで塩基性片岩の順に見ることができる。

泥質変岩は数mm厚の薄層が重なった細かな櫂曲構造を示す岩石で,西彼杵半島の変成岩とは違 う外観

であった.「変斑れい岩複合岩体」が分布する場所に入ると,薄緑色のまだら模様の岩石を見ること

ができた.こ れが約 6億年の放射性年代が報告されている「変斑れい岩」で,九州で最古の岩石のひ

とつである.こ こより西側では多様な外観をした岩石が分布 し,ほ とんどが緑色をしている。それら

の中に白色脈を含む岩石を多 く認めることができる.

白色脈をよく観察すると,表面がざらざらした「象の皮膚」のような外観を示す部分がある.こ れ

がダトー石を含む部分の特徴で,脈を構成する鉱物としては石英 0方解石 0ダ トー石のいずれか,ま

たはこれらの集合体である.斧石は白色脈の構成鉱物として産出し,ま た緑色岩中に斧石だけからな

る脈を形成する.淡い紫色をしたガラス光沢が強い結晶で,石英と同程度の硬度を持 った硬い鉱物で

ある.

緑色岩中に斧石とダトー石が産出する例は静岡県などから報告されている.野母崎町の斧石は1949

年に大島恒彦先生が記載 しておられ,長崎県鉱物誌に早 くから紹介されていたが,緑色岩中のホウ素

鉱物にはあまり注意が払われていなかった.熊本大学の西山先生からダトー石についての情報をいた

だいたので,今回紹介することとなった.今後 も注意する必要がある.

(地点③)野々串海岸では地層は北に向かってゆるやかに傾斜 し,ま た西に向かって上位の層準が現

れてくる.高さ数十mの崖に砂岩頁岩の互層が見 られ,最近崩落 したと思われる散乱 している岩塊 も

あり,化石が発見されることも期待できるが,崖の下は大変危険なので近づかない方がよい.地層に

はNW一 SE方向の正断層が数十m間隔で出現する。断層 と同方向性のクラックの中にはピンク色 と

白色の沸石が認められ,濁沸石と東沸石であると考えられる.

化石を探 したが,植物の葉や黒い木片 ?以外は見あたらない.員化石が見 られず木片が多いこと,

斜交葉理 (ク ロスラミナ)が発達 していること,砂岩中に淘汰が悪い礫の層が突然に出現することな

どから, この地層は陸域に近い河回付近の環境で堆積 したと考えられる.

一 (県窯業技術センター)
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【特別講演 講演要旨】

堆積物から読み解く過去の巨大地震

澤  井  祐  糸己 (独立行政法人 産業技術総合研究所 主任研究員)

2011年 3月 11日 14時 46分 (日 本標準時)に東北地方太平洋沖を震源とする超巨大地震 (Mw 9.0)

が発生 し, この地震に伴 う津波は,沿岸部に甚大な被害をもたらした.こ の地震 0津波については多

くの専門家から「想定外」という言葉が繰 り返 し使われ,全 く予想できなかったものであったと報道

された.し かし,地質学的な時間スケールで見た場合,必ずしも予想できないものではなかった.

演者が所属する (独)産業技術総合研究所 活断層・地震研究センターでは,巨大地震 0津波の再

来間隔等を知る目的で, 日本各地で津波堆積物や地殻変動の復元に関する研究を行っている.東北地

方では,2004年から調査を開始 し,西暦869年 に発生 した巨大津波 (通称,貞観津波)の浸水範囲を

津波堆積物から明らかにした。また,貞観津波のような巨大津波が,繰 り返 し東北地方を襲っていた

ことを明らかにした.こ うした研究成果は,2010年の段階で文部科学省に提出されていたが,そ れが

周知される前に懸念 していた地震・津波が発生 してしまった。本講演では,貞観津波の研究例を示 し

ながら,堆積物から過去の地震・津波を読み解 く試みを紹介 していきたい.

【特別講演講師紹介】

井 祐 紀 (さわい ゆうき)先生 独立行政法人 産業技術総合研究所 主任研究員

愛知県生まれ

1996年 九州大学理学部地球惑星科学科 卒業

2001年 九州大学大学院地球惑星科学専攻 卒業 学位取得 博士 (理学)

日本学術振興会特別研究員 (PD),産業技術総合研究所特別研究員を経て,2005年独立行政法人 産業技術

総合研究所 研究員。2010年 同所 主任研究員

主な研究論文

Sawai, Y。 , Ko Satake, To Kamataki, Ho Nasu, Mo Shishikura, B.F.Atwater, B.P.Horton, H.

Kelsey,To Nagumo and NIo Yamaguchi(2004)Transient uplift after a 17th― century earthquake

along the ]Kuril subduction zoneo Science, 306, 1918-1920。

澤井祐紀 (2007)珪藻化石群集を用いた海水準変動の復元と千島海溝南部の古地震およびテクトニクス.

第四紀研究.第46号。363-383

Sawai,Y。 ,Kamataki,T。 ,Shishikura,Wl.,Nasu,H。 ,Okamura,Y。 ,Satake,K。 ,Thomson,KoH。 ,

4ヽatsumoto, D。 , Fuj五 , Y。 , Komatsubara, 」。, Aung, T.T。 (2009)Aperiodic recurrence of

geologically recorded tsunanlis during the past 5500 years in eastern Hokkaido,」 apan.Journal

of Geophysical Research, 114,B01319, doi:10。 1029/2007」 B005503

2002年 尾瀬賞 (個人)

2006年  日本第四紀学会論文賞 0奨励賞 (個人)

2010年 文部科学大臣表彰 (若手科学者賞)(イ固人)

2011年  The sir Nicholas Shackleton Medal(イ 固人)

2011年 つ くば奨励賞 (個人)

2012年 産業技術総合研究所 理事長賞 (他 3名 と共同)

2012年 文部科学大臣表彰 (開発部門,他4名 と共同)

彰表
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