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and
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第1章クリル列島弧の構造
第2章

クリル列島火山研究史

第3章

クリル列島の地殻構造と地球物理的場

地震活動度

深部地震波（DSS）データによる地殻の構造

重力場と磁揚。

第4章基盤の地質
層位

構造地質

第四紀地質の若干の問題。

第5章クリル列島の火山
海底火山 陸生火山
西部火山帯の火山一アライト島 シリンキ島 マカンル島 アヴォシ礁 エカルマ島

チリンコタン島
主火山帯の火山一北クリル列島（パラムシル島
ァシュコタン島

ア島

ウシシル島

ヌィエ

オネコタン島

ロヴゥシュキ礁），中クリル列島（ライコケ島

ケトイ島

ブラチウア諸島

ハリムコタン島

シ

マツァ島

ラスシュ

シムシル島），南クリル列島（ブロウトン島

チェ・ル

ウループ島

イツループ島

クナシル島）

火山群についての総説
第6章

火山岩類の岩石学および岩着化学

火山岩類の岩石学
玄武岩

安山岩質玄武

安山岩

石英安山岩

火山岩類の岩石化学
北クリル列島 西部火山帯 中クリル列島 南クリル列島

考察
第7章

他の列島弧および内陸性火山・海底火山の岩石化学的特徴

列島弧と火山弧
カムチャッカ 目本（北本州弧，西南目本） 西南太平洋列島弧
トンガ諸島とニュージーランド

アリューシャン列島

環太平洋帯東部

（アメリカの火山群，メキシコの火山群，中央アメリカの火山群）

＼

インドネシァの火山群

内陸性火山群
内海洋火山群
ハワイ群島。ポリネシァ

東カロリン群島

東太平洋の諸島
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K）．B．もor八aHoB，F。F，KoqHH，aレL

KyTHpeB，JI．H．Hapa双eeBaブJI．B．TpaBHH，H。

H．TpHΦoHoB，B。n．ΦeoKTKcToB＝「瓢e八HcTble

oTπo》KeHH∬OJleKMo−BHTHMcKo負ropHo負

cTpaHH（オレクマーヴィチム山岳区の含銅堆積層群）」，rNedra」出版所，1966．386P，図

注1）千島列島
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