
※　赤字（クリーム色のセル）以外の箇所を全て記入してください．

■口頭発表用プログラム

講演番号
（行事委員会記入）

受付番号 通番 開始時 タイトル（和） 発表者全員の氏名（和）
著者名のみ{所属は記載しない}）
※発表者氏名は太字

タイトル（英） 発表者全員の氏名（英）
著者名のみ{所属は記載しない}）
※発表者氏名は太字

口頭 or
ポスター

招待講演者

T8-O-1

100091

1	

8:45

Sr-Nd同位体比から探る日本海溝地震性ター
ビダイトの供給・輸送プロセス

新井和乃・齋藤有・金松敏也・池原
研

Supply and transport processes of seismo-
turbidites along the Japan Trench using Sr-
Nd isotope ratio

Kazuno ARAI・Yu SAITOH・Toshiya
KANAMATSU・Ken IKEHARA

口頭 

T8-O-2

100403 	2 9:00

堆積イベント記録装置としての海底設置型観
測機器

三浦亮・新井和乃・金松敏也・笠谷
貴史・日野亮太・海宝由佳

Ocean bottom observation equipment as a
recorder for sedimentary event

Ryo MIURA・Kazuno ARAI・Toshiya
KANAMATSU・Takafumi KASAYA・Ryota
HINO・Yuka KAIHO

口頭 

T8-O-3
100013 	3 9:15

現世表層堆積物を支配する4つの要因 野田篤 Four factors controlling modern surface
sediments

Atsushi NODA
口頭 

招待

T8-O-4
100003 	4 9:30

深海底での極々表層での微細堆積学 川村喜一郎・藏永萌 Microscopic sedimentology at superficial
layers in deep-sea beds

Kiichiro KAWAMURA・Mebae KURANAGA
口頭 

T8-O-5
100197 	5 9:45

海底堆積物表層における堆積残留磁化の獲
得メカニズム

菅沼悠介 PDRM lock-in of the marine sediments Yusuke SUGANUMA
口頭 

招待

T8-O-6
100252 	6 10:15

走査型SQUID磁気顕微鏡による堆積残留磁
化分析

小田啓邦・河合淳・Xuan Chuang Magnetic measurement of sediment with a
scanning SQUID microscope

Hirokuni ODA・Jun KAWAI・Chuang XUAN
口頭 

10:30 休憩

T8-O-7
100376 7 10:45

生物撹拌は地質記録をどれくらい破壊してい
るか？

清家弘治 Obliteration of the geological records by
bioturbation

Koji SEIKE
口頭 

T8-O-8
100295 8 11:00

愛媛県西条市加茂川河口干潟の堆積相とそ
の動態

秋山紘胤・奈良正和 Facies and facies dynamics of the tidal flats
of the Kamo River Estuary, Ehime, SW Japan

Hirotsugu AKIYAMA・Masakazu NARA
口頭 

T8-O-9

100237 9 11:15
長期時系列現場観察カメラの開発と堆積現象
の観察

小栗一将・手塚尚明・山北剛久・渡
邉修一・藤倉克則

Development of time lapse cameras for long-
term monitoring and applications for
sedimetological studies

Kazumasa OGURI・Naoaki TEZUKA・
Takehisa YAMAKITA・Shuichi
WATANABE・Katsunori FUJIKURA

口頭 

T8-O-10

100141 10 11:30

Vein structure revisited: 産状と実験に基づく
海底の極々表層における振動による成因説

小川勇二郎 Vein structure revisited: Shaking theory in the
very-very shallow surface of deep-sea
deposits based on the mode of occurrences
and mechanism by experiments

Yujiro OGAWA

口頭 

■ポスター発表用プログラム

講演番号
（行事委員会記
入）

受付番号 通番 タイトル（和） 発表者全員の氏名（和）
著者名のみ{所属は記載しない}）
※発表者氏名は太字

タイトル（英） 発表者全員の氏名（英）
著者名のみ{所属は記載しない}）
※発表者氏名は太字

口頭 or
ポスター

ポスター賞への
エントリー

9月12日(月) コアタイム13：00-14：20　3号館5階ポスター会場

セッション名：T8．極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解 (Superficial Sedimentology : Deciphering record processes into sediments)

世話人：　新井和乃（k_arai@jamstec.go.jp）・成瀬 元・小栗一将・清家弘治・川村喜一郎

9月12日(月）8：45-11：45　第5 (3405) 会場

セッション名：T8．極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解 (Superficial Sedimentology : Deciphering record processes into sediments)

世話人：　新井和乃（k_arai@jamstec.go.jp）・成瀬 元・小栗一将・清家弘治・川村喜一郎

座長：1-3 川村喜一郎，4-6 新井和乃，8-9 小栗一将， 10-11 清家弘治／　Kiichiro KAWAMURA (1-3)，Kazuno ARAI (4-6)， Kazumasa OGURI (8-9)，Koji SEIKE (10-11)



T8-P-1

100103

1 2011年東北地方太平洋沖地震津波による仙
台湾浅海域での堆積・侵食過程

佐藤 晃・後藤和久・菅原大助・有働
恵子

Submarine depositional and erosional
processes of the 2011 tsunami in the Sendai
Bay

Akira SATO・Kazuhisa GOTO・Daisuke
SUGAWARA・Keiko UDO

ポスター エントリーする

T8-P-2

100317 2

南海トラフの泥質堆積物の初期続成‐埋没深
度数十cmから数百mまでの微細組織観察‐

藏永萌・川村喜一郎 Early diagenesis of muddy sediments in the
Nankai Trough - microfabric observations
from several cm through several hundreds m
in burial depths.

Mebae KURANAGA・Kiichiro KAWAMURA ポスター エントリーする

T8-P-3

100420 3

生物撹拌による塊状構造の形成条件 ―ルー
ル型格子モデルによる検討―

小川琴奈・成瀬元 Conditions of formation of bioturbated
massive structure: investigation by rule-based
lattice model for bioturbation

Kotona OGAWA・Hajime NARUSE ポスター エントリーする

T8-P-4

100553 4

福岡県西部の糸島市深江における砂質ビー
チの堆積過程と現世生痕（予察）

市原季彦 Recent sedimentation and trace in the
modern beach  deposits of Fukae of Itoshima
city, western Fukuoka Prefecture, Japan.

Toshihiko ICHIHARA ポスター エントリーする


