
■口頭発表用プログラム

講演番号 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

R11-O-1

100175 1 9:15
塩酸および有機酸によるスメクタイトの溶
解度と外部膨潤

大久保進・高橋蓉子
Solubility and external-swelling of
smectite in hydrochloric acid and organic
acids.

Susumu OKUBO・Yoko TAKAHASHI
口頭 

R11-O-2

100174 	2 9:30
石英質砂岩の埋没続成作用とその貯留
岩性状に及ぼす影響　‐ 白亜系深海成
ガス貯留砂岩での事例

松井良一・市澤恵爾・松井裕之

Burial diagenesis of quartzose sandstone
and its impact on reservoir quality -  a
case study from Cretaceous deep-marine,
gas-bearing sandstone reservoir

Ryoichi MATSUI・Keiji ICHIZAWA・
Hiroyuki MATSUI

口頭 

R11-O-3
100577 	3 9:45

我が国炭田で炭質に記録された地質イベ
ント

鈴木祐一郎
Geologic Evets Recorded on Coal
Properties in Japanese Coal fields

Yuichiro SUZUKI 口頭 

R11-O-4

100583 	4 10:00
始新統石狩層群の広域的なビトリナイト反
射率が示唆する局所的熱源

堀耀太・古浦正太郎・鈴木德行
Regional distribution of vitrinite
reflectance of Eocene Ishikari Group,
suggesting a local heat source

Yota HORI・Shotaro KOURA・Noriyuki
SUZUKI

口頭 

R11-O-5
100024 	5 10:15 水溶性天然ガスとヨウ素鉱床について 三田勲

Characteristics of natural gas and iodine
dissolved in water type deposits.

Isao MITA 口頭 
招待

R11-O-6
100179 	6 10:45 微生物起源ガスは資源として重要か？ 金子信行

Less contribution of microbial methane to
natural gas reserves

Nobuyuki KANEKO 口頭 

R11-O-7

100070 	7 11:00
パプアニューギニアにおける石油天然ガ
スの探鉱開発　‐地質学が果たした役割
‐

小鷹長
Petroleum Exploration in Papua New
Guinea -Contribution of Geology-

Takeru KOTAKA 口頭 

招待

R11-O-8

100469 	8 11:30
石油・天然ガス探査データに基づく国内海
域堆積盆地発達史研究の重要性‐常磐
沖，北陸山陰沖堆積盆地を例に‐

荒戸裕之

The Significance of Development History
Research for Japanese Offshore Basins
using Petroleum Exploration Data:
Examples at the Offshore Joban and
Hokuriku-San'in Basins

Hiroyuki ARATO 口頭 

■ポスター発表用プログラム

講演番号 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

R11-P-1
100004 1

北海Les Arcs 坑井の石灰質ナノ化石層
序

江森良太郎
Calcareous Nannofossil Biostratigraphy of
Les Arcs Well, North Sea

Ryotaro EMORI
ポスター

エントリーしない

R11-P-2

100481 2
蛇行河川流路変更パターンと堆積物の関
係 -カナダアルバータ州McMurray層(オイ
ルサンド)の例-

辻隆司・渡部哲子

Relationship between migration of
meandering fluvial channel and its
deposits -The Lower Cretaceous
McMurray Formation, Alberta, Canada-

Takashi TSUJI・Satoko WATANABE

ポスター

エントリーしない

9月12日(月) コアタイム13：00-14：20　3号館5階

セッション名：R11．石油・石炭地質学と有機地球化学 (Geology and geochemistry of petroleum and coal)

世話人：　金子信行 (nobu-kaneko@aist.go.jp)・千代延仁子・三瓶良和

セッション名：R11．石油・石炭地質学と有機地球化学 (Geology and geochemistry of petroleum and coal)

世話人：　金子信行 (nobu-kaneko@aist.go.jp)・千代延仁子・三瓶良和

9月12日(月) 9：15-11：45　第6会場（3407）

座長：1-3　金子信行，4-6　松井良一，7-8　江森良太郎 ／　Chairs: Nobuyuki KANEKO (1-3)，Ryoichi MATSUI (4-6)，Ryotaro EMORI (7-8)


