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■9月5日（土）コアタイム　13：00-14：00-13：30 25号館4Fまたは8Fポスター会場

※シンポジウムの講演には（SP），トピックおよび定番セッションの講演には（P）の通し番号がついています．
※講演タイトルはスペースの都合上一部略記版を掲載しています．正しいタイトルは講演要旨集をご覧下さい．

（シンポ）都城秋穂追悼
SP-4（招待）
都城秋穂氏，自らを語る．林　　衛
SP-5
都城博士とアパラチア造山帯．宮下　敦・大森
聡一・林　　衛・横山一己
SP-6
Adirondack巨晶ざくろ石角閃岩中のジルコン．
大森聡一・佐藤　桂・山本伸次・宮下　敦・林
衛・丸山茂徳

（トピック）「ちきゅう」による
南海トラフ掘削の成果

P-2
井内浦および海山観測井コアをきる断層面を用
いた応力場変遷．大坪　誠・重松紀生・北川有
一・小泉尚嗣

（トピック）IBMの発生と進化
P-3
マリアナ海溝南部陸側斜面のかんらん岩の構造
と岩石学的特徴．上原茂樹・道林克禎・小原泰
彦・石井輝秋
P-4
マリアナ弧蛇紋岩海山から産出される蛇紋岩化
したかんらん岩の構造解析．藤井彩乃・道林克
禎・石井輝秋

（定番）砕屑物組成・組織と続成作用
P-48
後期古生代火成弧の削剥レベルの指標としての
光学的異方性を示す砕屑性Caザクロ石．竹内
誠
P-49
ペルム紀付加体砕屑岩の後背地と堆積環境：秋
吉帯姫川コンプレックスの例．松澤　希・竹内
誠
P-50
和泉層群南部相名手累層の堆積相と砂岩組成．
米谷奈々・前島　渉

（定番）炭酸塩岩の起源と地球環境
P-51
最古のコケムシ礁が示す微生物礁から後生動物
礁への転換．足立奈津子・江�洋一・劉　建波
P-52
淡水成ストロマトライトに見られる光合成誘導
方解石沈殿．白石史人
P-53
クリスタルガイザーの縞状トラバーチン．奥村
知世・高島千鶴・狩野彰宏・嶋本利彦
P-54

炭酸塩砂丘砂層中に見られる陸水性続成作用に
ついて．熊井教寿・松田博貴
P-55
沖縄島南西沖の高分解能音波探査．荒井晃作・
村上文敏・辻野　匠・井上卓彦

（定番）堆積相と堆積システム
P-56
エジプト，ファイユーム盆地カルン湖北岸の段
丘化した完新世ギルバート型デルタ堆積物．前
島　渉・猪岡　聖
P-57
河川－陸棚堆積物の粘土鉱物組成変化．柴田健
一郎・伊藤　慎
P-58
魚沼層群の堆積システムと新潟トレンドの褶曲
形成：前期更新世の褶曲形成による海域侵入の
規制と流路変化．市澤恵爾・酒井治孝
P-59
茨城県大子町周辺における新第三系の堆積環境
の変遷と棚倉断層の横ずれ運動．及川敦美・松
原典孝・天野一男
P-60
海底扇状地堆積物にみられる周期変動と砕屑物
供給．杉山直也・宮田雄一郎・吉岡麻里

（定番）堆積作用・堆積過程
P-61
砕屑粒子沈降シミュレーション．川村信人
P-62
海底チャネル・レビーシステムの再現実験．光
原奈美・宮田雄一郎
P-63
塊状タービダイト砂岩層中の長波長ベッド
フォーム．河野光宏・宮田雄一郎
P-64
島根県出雲市北部に分布する中新統牛切層の重
力流堆積物の高分解能単層解析．丸山美智子・
酒井哲弥
P-65
粒子配列マッピング法による土石流堆積物の内
部構造の可視化．佐々木泰典・弓真由子・瀧井
喜和子・石原与四郎
P-66
タービダイト粒度分布の時間的変化：更新統大
田代層の単層解析．新井和乃・成瀬　元・長谷
川裕樹・伊藤　慎
P-67
粒径頻度プロファイルから検討した堆積過程－
石狩低地帯沖積層ボーリングコアの例－．仁科
健二・川上源太郎・小松原純子・木村克己・大
津　直・廣瀬　亘・�清水康博・岡　孝雄

P-68
ボーリング資料解析に基づく完新世バリアシス
テムの復元．須藤雄介・安藤寿男・七山　太・
熊崎農夫博・重野聖之・嵯峨山積
P-69
暴浪性の波が作る海岸地形を再現する水路実
験：底質の粒度分布の特徴の分析．谷口圭輔・
福井康至・田村　亨・増田富士雄
P-70
紀伊半島西部和歌山県広川町の有田層に見られ
るストーム堆積物．井出祐介・前島　渉
P-71
清水海岸沿岸域における土砂移動の季節特性．
吉河秀郎・根元謙次
P-72
メガトレンチ掘削による津波痕跡調査と予察的
成果．重野聖之・石井正之・七山　太・古川竜
太・猪熊樹人・中川　充
P-73
堆積構造と組織からみた火砕流の堆積様式．宮
田雄一郎・松尾征二
P-74
複数の手法による未固結堆積物の古流向解析の
例．安江健一・郷津知太郎・柳田　誠
P-75
玉湯川三角州の湖底地形・湖底堆積物とその時
間変化．酒井哲弥・三井恵輔・山口勝範
P-76
野尻湖表層堆積物の粒度及び元素濃度分布．菅
井一磨・滝口　健・青木優作・中西俊貴・井内
美郎・近藤洋一・公文富士夫・井上卓彦
P-77
二次元水路実験で生成するオートジェニックな
平衡河川．武藤鉄司・キム　ウォンスク・パー
カー　ゲイリー
P-78
河道屈曲点と河床勾配急変域の関係．坂本隆彦

（定番）石油・石炭地質学と有機地球化学
P-79
新潟県東頸城丘陵西縁部の地質構造．松永絹
子・遠藤　晋・大竹正巳・百瀬　敦・満田信一

（定番）岩石鉱物の破壊と変形
P-80
紀伊半島鳥羽地域の蛇紋岩マイロナイトの変形
微小組織．曽田祐介・太田　亨・岡崎一浩・繁
田善幸
P-81
岸和田地域の領家帯内部剪断帯，河合マイロナ
イトの変形組織と変形条件．坂部達哉・石井和
彦

P-82
伊豆－小笠原弧衝突域に分布する新第三紀花崗
岩類中のマイクロクラックを用いた古応力場の
復元とその変遷．原田　尚・高木秀雄
P-83
岩石の粘弾性構成則に基づく余効すべりの時系
列パターンの解析．長濱裕幸・川田祐介・内田
直希・松澤　暢
P-84
粉砕起源シュードタキライトに発達する高速す
べり面および低速すべり面の微細組織：サブミ
クロン粉砕粒子の形状に基づく判定．小澤佳
奈・滝沢　茂
P-85
岩石の熱伝導率測定．多田井　修・林　為人・
谷川　亘・廣瀬丈洋・山口飛鳥・坂口真澄
P-86
せん断破壊変形に伴う弾性波速度の変化．坂口
真澄・谷川　亘・廣瀬丈洋・多田井　修

（定番）付加体
P-87
北部秩父帯の変玄武岩から発見された地殻内微
生物化石．榊原正幸・菅原久誠・辻　智大・池
原　実
P-88
岡山県西部ペルム紀前～中期変玄武岩に産する
微生物変質様組織および炭素同位体比．菅原久
誠・榊原正幸・池原　　実
P-89
関東山地の秩父帯・四万十帯付加コンプレック
ス境界．原　英俊
P-90
足尾帯ジュラ紀付加体におけるユニット境界断
層の性状とその地質学的意義．鈴木孝明・鎌田
祥仁
P-91
流体包有物によるメランジュ形成時・形成後の
温度・圧力条件の推定の試み～ジュラ紀付加体
玖珂層群の例～．鎌田祥仁・森岡順子・森
宏
P-92
付加体構造における応力分布の動的変化．宮川
歩夢・辻　　健・山田泰広・松岡俊文

（定番）噴火と火山発達史
P-121
阿武火山群，伊良尾火山の火山噴出物の特徴．
堀川義之・永尾隆志・清杉孝司
P-122
室生火砕流堆積物基底相の到達範囲．佐藤隆
春・茅原芳正・山本俊哉・古山勝彦・別所孝範
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P-123
阿蘇カルデラ北方におけるAso-4火砕流ユニッ
トの再定義．松尾征二・堀川義之

（定番）深成岩・火山岩
P-124
兵庫県篠山地域の白亜紀アダカイト質安山岩．
平松　圭・今岡照喜・大平　武・亀井淳志・板
谷徹丸
P-125
マラカンド超苦鉄質岩体．佐野　栄
P-126
舞鶴帯夜久野岩類の岩石学的特徴：舞鶴帯およ
び夜久野オフィオライトの造構史に関する試
論．隅田祥光・早坂康隆・伏木　治
P-127
大分県竹田市東部に分布する鬼界アカホヤ火山
灰の岩石学的研究．遠藤晴美・榊原正幸
P-128
阿蘇火山Aso-4火砕流　弁利スコリア流におけ
るマグマ供給系．大鹿淳也・荒川洋二・新村太
郎
P-129
大崩山火山深成複合岩体を構成する環状岩脈の
帯磁率異方性．金丸龍夫・高橋正樹
P-130
北部北海道，中期～後期中新世フェルシック火
山岩におけるSr-Nd同位体比組成の多様性．高
梨幸志郎・周藤賢治
P-131
中央北海道南部の漸新世火山岩の岩石化学的特
徴．岡村　聡・米島真由子・前田卓哉
P-132
中国バソリスと北九州バソリスの比較研究．長
松　雄・今岡照喜・亀井淳志
P-133
日高変成帯のI－タイプトーナル岩マグマの起
源に関する新知見．小島　萌・志村俊昭
P-134
背弧域上部マントル融解プロセス：韓国
Chugaryong火山．柵山徹也・常　　青・長岡
信治・小澤一仁
P-135
Ar-Ar年代に基づく中部地方白亜紀～古第三紀
火成岩体の定置年代の再検討．棚瀬充史・曽根
原崇文・原山　智・小井土由光

（定番）環境地質
P-173
重金属からみた河川底質物の環境地球化学．松
本一郎・Dennis Hoffman・Jason McAlister・
June Wolfe・石賀裕明

P-174
摺上川ダム建設によって発生した水質変化．難
波謙二・芳賀智也・岸波晃代
P-175
那須塩原地下水水質の季節変化．田村壮礼・難
波謙二・皆川絵梨
P-176
天然ガス（上ガス）の噴出する海浜の潮溜まり
の白濁現象の機構解明．吉田　剛・風岡　修・
古野邦雄・楠田　隆・香川淳・酒井　豊
P-177
高レベル放射性廃棄物処分に対する隆起・侵食
に起因する影響評価の検討．川村　淳・江橋
健・牧野仁史・稲垣　学・柴田雅博
P-178
中海浚渫窪地に見られるイベント堆積物．一宮
大和・井内美郎・柳野勝史・山崎泰弘・三瓶良
和・徳岡隆夫・天野敦子
P-179
海砂採取後海域の海底環境変化－愛媛県大三島
南方海域－．井手直道・天野敦子・岩本直哉・
中西俊貴・井内美郎
P-180
長崎県大村湾における過去約150 年間の底生有
孔虫と貝形虫の時系列変化．牧野美里・入月俊
明・野村律夫・河野重範
P-181
荒砥沢ダム上流域の大規模すべりの地すべり史
的発生要因．川辺孝幸・風岡　修・香川　淳・
楠田　隆・酒井　豊・古野邦雄・吉田　剛

（定番）地学教育・地学史
P-186
海洋研究を理科教育に活かす教員研修につい
て．田口康博・川村教一・吉澤　理
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