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1）V・S・Sobolevら編（1968）：「赫HHep細or四ecKaH　TepMoMeTp朋H　BapoMeTpH∬（鉱物的

　温度測定法と鉱物的圧力測定法）」，第2巻，320p・，27c鳳（露文）
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　第4部　包有物の新研究法と新技術

　Yu。A．Dolgov，L．Sh．Bazarov，1．T，Bakumenko：「凪eTo八oHpe八eJleH朋八aB刀eH四Bo

BK菰meHHHx　c　HoMo皿b田coBMecTHoro　HpKMeHeHHH　roMoreHH3aUKK　K　KpHoMeTpHH（均質

化作用とクリオメトリーの総合利用による包有物の圧力測定法）」，p・9～17，表1，文献25

（露文）

　N・A・Shugurova＝「X班M四ecK騒e　o60cHoBaH朋MeTo八HKH　ra30Boro　aHaπH3a　HH双HB皿八yaJI・

bHLlx　B期田HeH曲B　MHHepa照x（鉱物中の包有物ガス分析法の化学的特徴）」，p。18～23，図

4，文献26（露文）

　：M。M．Elinson：「荊eTO八HKa　H3BJle【IeHH只H　HCCJle八OBaHH∬ra3a　H）KH八KOCTH　H3BIくJl｝oqeHH負

B　MHHeP翻ax（鉱物中の包有物のガスと液体の抽出・研究法）」，p・23～31，図2，表6，文献

6（露文）

　Z・1・Kovalishin＝「B，πH∬HHe　K3MeJlb竃aeMHx　MHHepaπoB　H＆BbIAe，πeHHe　ra30B　H3BKJIK）蔓eHH負

（包有物のガス分離に対する鉱物粉砕程度の影響）」，p・31～33，表1，文献6突露文）

　Yu・A・Dolgov，A・1・Serebrennikov：「TexHHKa　H　pe3y・πbTaTH　TepMo6ap四ecKKx　Hcc』e八一

〇BaH励TeMnePaTyP　Ho　BK五K）qeH朋M　PacTBopoB（液体包有物による温度の熱・圧的研究技術

と結果）」，P・34～37，図2（露文）

　V。B，Naumov：「K　BoHpocy　o60npe八eJIeHHK　TeMHepaTyp　MHHepaπoo6pa30BaHH兄MeTo八oM

πeKpeHKTaロKH（デクレヒ。テーション法による鉱化温度の測定に関する間題について）」，P・37

～43，図4，表1，文献32（露文）

　N・1・Myaz’，B・A・Simkiv：「yc・πoBH∬TepMo3ByKoBoro　aHa・πH3a　Ka　ycoBep皿eHcTBoBaHHo茸

ycTaHoBKe（改良装置による破裂音分析の条件），p・43～46，図4，文献4（露文）

　Ye・Ye・Kostyleva：「ycoBep皿eHcTBoBaHHe　B　TepMo3ByKoBoM　aHaπH3e（破裂音分析の改

善）」，P．46～49，図6，文献3（露文）

　1・1・Mirochnikov：「K　BoHpocy　o6　0Hpe八eJleHHn　HHTepBaJloB　TeMHepaTyp　o6pa30BaHHH

「oPHoroxPycTa朋mKHπbHoroKBa餌aMeTo双oM八eKpenKTa耶K　（デクレピテーション法に

よる水晶と脈石英の生成温度間隔測定に関する問題に寄せて）」，p・50～55，表1，文献3（露

文）

　F・P・Me1’nikov：「KpKoMeTpHuecKH敢MeTo八Kccπe八oBaHHH　BK，πK）qeKH員06pa3KoB　MKHepa一

五〇〇6pa3y田皿崩cpe八u（鉱化体試料の包有物研究のクリオメトリー法）」，P．56～61，図4，

文献10（露文）

　Yu・A・Dolgov，N・M・Popova：「KpHoMeTp四ecKH茸MeTo八oHpe八e五eH朋ra30B　Bo　BK汀恥H－

eH朋x（包有物中のガス測定のクリオメトリー法）」，P61～64，図1，文献8（露文）

　1．L　Dobretsova：「Onpe八e，πe田e　coJleBoro　cocTaBa〉KH江KKx　BK刀K）隆eHH茸MeTo八oM　KPHo”

MeTPHH（クリオメトリー法による液体包有物の塩組成の測定）」，P・64～69，図2，文献9（露

文）

47一（273）



地質調査所月報（第22巻第5号）
V．N。Trufanov，S．A，Kurshev＝「OHpe八eJleHHe　Be取ecTBeHHoro　cocTaBa　BKJIK》ueH雌Ha

頒eKTpoHHoM　MHKpocKoHe（電子顕微鏡による包有物の物質組成の測定）」，p・70～72，図3，

文献4（露文）

Vl。A。Kalyuzhny，N。A．Mikolaichuk：「Onpe八eπeHHe　co八ep皿aH朋TBep！1blxΦa3coJle且B

cyxoM　ocTaTKe　PacTBoPa　MHKPoB期K）ueHH負c　noMoulm3五eKTPoKorPaΦHH（電子図による

微包有物溶液の乾澗残渣中の固相塩含有量の測定）」，p・72～75，図3，表2，文献6（露文）

D．N。Khit＆rov：「HeKoTopble　MeTo八四ecKKe　Bonpocbl　onpe八e五eHH∬xnM四ecKoro　cocTaBa

「a30Bo’氷瓢KHx　B瑚K）ueK曲B　MHHeP翻ax　c　HoMo皿bB⊃Bo雌Hx　BblT腿eK（減圧抽出による

鉱物中の気・液包有物の化学組成測定上の幾っかの方法論的問題）」，p。76～80，表1（露文）

　T・M・Sushchevskaya：「He八ocTaTKH　MeToAa　Bo八HbIx　BbIT兄｝KeK　HpH　aHaJIH3e　cocTaBa

B瑚K）HeH蘭（包有物組成の分析時における減圧抽出法の欠点）」，p．80～83，文献9（露文）

　N。1。Myaz7，Zh．A。Komleva，A．F．RudenkoコYu．V．Lyakhov，A．V．Piznyur：「O　MeToAHKe

npoBe八eHHH　H　o6pa60TKH　pe3y肪TaToB　Bo畑blx　Bbl質氷eK（減圧抽出の実施法と結果の処理

について）」，p。83～86，図1，表1，文献3（露文）

　Vl。A．Kalyuzhny，Z．S。Pritula：「npHMeHeHHeΦHπbTpoBa五bHo員KoJloHKH　B　KccJle八oBaHHK

cocTaBa〉KHπK雌BKmoueH噛MeTo八oM　Bo朋o孟BHT∬〉KKK（減圧抽出法による液体包有物組

成の研究における濾過装置の利用）」，p・87～90，図3，表3，文献2（露文）

　A・N．Yermakov，A・D・Ne色dov：「HopTaTHBHaH　Ho五eBaH　IleKpeHToMeTp四ecKaH　ycTaHo－

BKa（携帯用野外デクレプトメータ）」，p，91～94，図3（露文）

　A。R．Groshenko：「Pa3BHTHe　TexHHKH　HccJle八oBaHHH　BK五K遭eHH最MHHepaJloo6pa3yK）肛瓦Kx

cPeπMeTo八oM　roMoreHK3餌HH（均質化法による鉱化媒体包有物研究技術の発展）」，p・95～

98，図2，文献4（露文）

E　P．Me1’nikov，0。S。Fratkin：「KHHeMaTorpaΦ四ecK曲MeTo八Hcc五e八oBaH四叩o眠eccoB，

npoHcxo八HI皿Hx　Bo　BK汲mHeHHHx　MHHep朋oB　npH　H3MeHeHH班TeMnepaTypbl（温度変化により

鉱物包有物中に生ずる過程の映画撮映法）」，p・98～102，図3，文献6（露文）

　1。V．Davidenko：「Hcno汲b30BaHHe　HπoTHocT璃noKa3aTeJIπHpe五〇M涯eH朋H　TBep双ocTH

MHHepa五〇B即∬cy氷八eHHH　o　TeMnepaTypax　Hx　o6pa30BaHH∬（生成温度推定のための鉱物の

密度・屈折率・硬度の利用）」，P・103～106，図3，表3，文献10（露文）

　B。G．Lutts：「K　Bonpocy　o　TepMoMeTpHpoBaHHn　H6apoMeTpKpoBaHHH　reoπor四ecKHx

HPo皿eccoB　Ho　cocy皿ecTByK）1皿KM　HapaM　MHHep飢oB（共存2鉱物による地質過程の温度・圧

力測定に関する問題について）」，p・107～112，図5，表3，文献16（露文）

　1・V・Davidenko：「八ByHoJleBo皿HaToBb磁reoTepMoMeTp　BapTa　H　TeMnepaTypbl　o6pa30Ba－

HH∬rPaHKTHbIx　nerMaTHToB（バートの2種長石地質温度計と花闇岩ペグマタイトの生成温

度）」，p．113～118，図5，文献25（露文）

　1・P・Shcherban’：「O　TeMrlepaTypax　o6pa30BaHHH　KBap玖eBo一八oJloMHToBbIx　H　KBap皿eBo－

MarHe3HToBblx　nopoA（石英一苦灰岩と石英一菱苦土岩の生成温度について）」，p・118～122，文

献12（露文）

　第5部各種生成型式の鉱床の熱力学的生成要素

　Yu．A，Dodgov：「9BoJIK）砥HH　KΦJIyKTyauH∬TepMo双HHaM四ecKHx　napaMeTpoB　B　Ho汀ocT－

HoM　gH八oreHHoM　MHHep翻oo6pa30BaHHH（孔隙に富む内生鉱床の熱力学的パラメータの進化

とふらつき）」，p，125～136，図6，文献24（露文）

　V．B．Naumov，1。L』Khod＆kovskii：「TeMnepaTypb五〇6pa30BaHHH　MHHepa五〇B　no八aHHHM

　H3yueHHH　BK脚HeH曲MHHep飢oo6pa3yK）皿Hx　cpe双（鉱化媒体包有物研究データによる鉱

物生成温度）」，P・136～140，図3，文献1（露文）

　N。LAndrusenko，F．P，Mel’nikov：「Pe3yπbTaTbI　KpHoMeTp四ecKHx　Hccπe八oBaHH茸照八一
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KHx　B期K）ueHH負B　Hcみa瓢cKoM　IHHaTe　MecTopo凪双eH曲CCCP（ソ連の永洲石中の液体包有

物圧力測定研究の成果）」，p・mパ148，表1，文献（露文）

　V。1・Sinyakov：「K　BoHpQcy　o　TeMHepaTyp＆x　o6pa30BaHHH　MarHe3HaJlbHbIx　cKapHoB　r班Ha－

6Hcc飢bHo且ΦaUHH　My6HHHocTH（深度別半深成相マグネシア・スカルンの生成温度に関す

る問題について）」，p．149～151，表1，文献9（露文）

　A．M．Kokorin，D．K．KDkorina；「TeMnepaTypbl　o6pa30BaH朋KBap皿a　npo双yKTHBHblx

cTa八曲o諏oBoPy雌oro　MecToPo阻八eHHH　TypMa朋HoBoro　TH∬a（電気石型錫鉱床主要鉱化期

の石英の生成温度）」，p・151～161，図2，表2（露文）

　Ya．V，Yakovlev，P．P。Lebedev：「O　TeMnepaType　o6pa30BaH朋KaccHTepHT一ΦJI田opHT－

TyPM蹴HHo’KBaPReBblx氷H五Ha双enyTaTcKoM　MecToPo〉K八eHHH（デプタツク鉱床錫石一螢

石一電気石一石英脈の生成温度について）」，p・162～168，図4，表1，文献8（露文）

　K　A。Karamyan，0。G。Madanyan：「TepMoMeTp四ecKHe　Hcc』e双oBaHHH》KHJIbHoro　KBa－

pUa　K　cTa双H黄HocTbΦopMHpoBaHH兄Ka八〉KapaHoro　Me八Ho－Mo汲H6双eHoro　MecTopo》K八eHHπ

（カジャラン銅一モリブデン鉱床の生成段階と脈石英の生成温度測定研究）」，p・168～174，図

3，文献3（露文）

　1。M．Yudin：「HeKoTopble双aHHble　o　TeMτlePaTyPHblx　ycπoBHHx　H　Hoc・πe双oBaTe・πbHocTH

o6pa30BaHHH∂H双oreHHblx　py双1くoyHpa双cKoro　MecTopo凪八eHK∬（コウンラド鉱床内生鉱石

の生成温度条件と生成順序に関する幾つかのデータ）」，P・174パ183，表3，文献8（露文）

　Ye，1。Kotov，A．V、Timofeev，A．D，Khoteev，Yu。〕N』Pashkov：「HeKoTopble　pe3y∬bTaTbI

oHpe八eJleHHH　oTHocHTe五bHblx　TeMnepaTyp　MnHepa」loo6pa30BaHKH　KBap皿一Mo諏H6AeHHToBL【x

MecToPo磁双eH蘭MeTo双oM八eKpenHTauHH（デクレヒ。テーション法によるモリブデン石英脈の

相対的鉱化温度測定結果）」，p・183～190，図6，表2，文献2（露文）

　N・1・Andrusenko，Ye。Ya・Kievlenko：「ハヘHoroΦa30Bble》KH双KHe　BKJIloqeH朋B　HcJIaRAcKoM

皿HaTe　H3rpaHHTHHx　HerMaTHToB　KHpm3HH．（キルギス共和国花醐岩ペグマタイト産氷洲石

中の多相液体包有物）」，p・190～196，図4，表1，文献6（露文）

　1・V・Motorina，1・T・Bakumenko：「O　reHe3Hce　TypMaJIHHoB　B　nerMaTHTax　BopHleBoHHoro

KPH撒a（ボルシチェボーチュヌイ山脈ペグマタイト中の電気石の成因について）」，p・196～

201，図3，表2，文献10（露文）

　A．M。Rakhmanov：「ycJIoBH∬06pa30BaHHH　KpHcTaπ汲oB　KBapUa　B　noJlocT月x　nerMaT翼ToB

Me凪八ypeq砺KaΦHpHHraH－Bap306（K）氷Hbl負rHccap）（カフィルニガン川一バルゾフ川間地

域ベグマタイト孔隙産石英結晶の生成条件）（南ギサール地方）」，p・201～212，図12，表1，

文献12（露文）

　V．A．Narseev，A．N。Bugaets，V．M。Abishev，V。V。Lopatnikov，M。D．Balgaevl「TeMHepa－

TypHble　yc・πoBHHΦopMHpoBaHH兄HerMaTHToB　H　rHApoTepMa、πHToB　Ka，π6bl（BocTo蔓Hbl曲Ka－

3axcTaH）（カルバ地域ペグマタイト・熱水岩の生成温度条件）（東カザフ地方）」，p・213～218，

表2（露文）

　B・V・Zatsikha・＝「K：yc汲oBHHM　o6pa30BaHHHΦ，πK）opHTa　H3HerMaTHToB　rpaHHTHoro　MaccHBa

KaMeHHble　MorH汀bl（npHa30Bbe）（カメンヌィ・モギールィ花闘岩山塊（プリアゾフ海地方）

ペグマタイト産螢石の生成条件について）」，P・219～223，図6，文献4（露文）

　1．A。Shamrai，V。N　Tru£anov＝「TepMoMeTp四ecKHe　yc汀oB圏ΦopM班poBaHHH　py八oHpo只B一

鴻H甜KHHoBa餌Ha　CeBepHoM　KaBKa3e（北カフカース地方辰砂露頭生成作用の温度条件）」，

P・223・一229，図3，文献7（露文）

　A．Kh．Khakimov：「FeHeT四ecKHe　THHbl　BKπK）ueHH藍araToBblx　MHH双a汲HH　H》KHハH双｝Ke－

BaHcKoro　MecTopo照eHHH　ApMeHH班（アルメニア共和国イジェバン鉱床めのう質杏仁包有物

と鉱脈の生成型式）」，p・230～236，図3，文献21（露文）
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Yu．N。Pashkov，A．V．Timofbev，Ye，1．Kotov：「AHaJIK3Bo3Mo凪Hblx　omn60K　Hpu　H3Mepe・

HHK　TeMnePaTyp　roMoreHH3a耶K（均質化温度測定時における発生可能な誤りの解析）」，p・

236～243，図3，表4，文献9（露文）

Yu。G，Maiskii＝「Hpe双BapKTe汀bHble　cBe八eH朋o　TepMoMeTpHH　BKπK）ueHH藍B　Tona3e　H3

HerMaT班ToBレlxe－HapaTHH－XH双cKoro　I’paHHTHoro　MaccHBa　（K）ro－BocToqHa∬M、oHro・πH只）

（イヘーナラチンーヒダ花南岩山塊（南東モンゴール）ペグマタイト産苗玉中の包有物の温度測

定に関する予察データ）」，p・244～245，図2（露文）

B．Ye．Karskii，B．1．Zorin：「Fa30Bo一｝KH八KHe　BKJIK）ueHHH　B　MycKoBHTe　H3nerMaTHToB

maMcKoro　P狛oHa（マチスク地域ペグマタイト産白雲母中の気液包有物）」，p・246～247，図

2，文献2（露文）

F．P』Me1’nikov，V，V，Ryabov：「O　Bo3Mo》KHocTH八eKpeHHTaH照cyJIbΦH双oB　B　aTMocΦepe

aprOHa（アルゴン中での硫化鉱物のデクレヒ。テーションの可能性について）」，p、247～250，図

2，表1，文献7（露文）

M，M　Ehnson＝「皿eTo八HKa　Hccみe八oBaHHH　cocTaBa　ra30B　B　Ma五blx　o6pa3双ax　MHHepa涯oB

H　roPHHx　HoPo双（鉱物・岩石小型試料中のガス組成研究法）」，p・251～255，図4，文献12

（露文）

M．A。Nauchitel’：「O　KoHTpo」Ie　MeTo双a八eKpemiTaqHH　H　HcHoJIb30BaHHH　TepMoBecoBoro

aHa朋3a八朋cpaBHeHHH　ycπoB噛06pa30BaHH∬KaccHTepHToB（錫石生成条件を比較するため

のデクレピテーション法と熱量分析利用法の検討）」，p・255～260，図3（露文）

　第6部　外国における鉱物中の気液包有物の研究

　1・V　Bogoya，vlenskaya：「HoBe藍IHHe　pa60Tbl　Ho　BK諏K）ueHH兄M　MHHepa・πoo6pa3yK）田iHx　pac－

TBopoBB3apy6e凪Ho益EBpoHe難A3Hn（1955～1965）（ヨーロッパおよびアジア諸国における

包有物による最新の鉱化溶液の研究成果）」，p・263～272（露文）

　V・V・Pomyrlyanul「Onpe八eπeHHe　TeMnepaTyp　KpHcTaπ汲H3a皿HH朋oHcH双a　B　KpHcTa朋一

KHecKoM　MaccHBe　Po双Ha　BocTouHb！x　pyMbIHcKHx　KapHaT　HyTeM　roMoreRH3a皿HH》KH八KHx

B期⑩qeH曲（東ルーマニア領カルパート山結晶片岩山塊産透輝石の液体包有物均質化法による

晶出温度の測定）」，p・272～274，図3，表1，文献4　（露文）

　B・P・ti：rHccπe八oBaHHeTeMHepaTypHblxyc五〇B艦06pa30BaH四ropHoroxpycTa朋

KBaPueBo厳凪瑚bl　Jla　FaP双eT（双oΦHHe）（ラ・アルデー石英鉱脈産水晶の生成物温度条件の

研究）」，P・274～277，図1（露文）

　D、K　Dimitrov：「TeMnepaTypbl　o6pa30BaH躍∬ΦみK）opHToBb1x　MecTopo》K八eHH首B　Po双oHc－

KoM　cPe朋HHoM　MaccUBe（ロドープ中央山塊螢石鉱床の生成温度）」，p・277・》285，図3，表

1，文献7（露文）

　Ts．Varch6k：「K　Hpo6顕eMe3aBHcKMocTH　Me〉K双y　xHMH3MoM　K　TeMnepaTypo黄06p貝30BaH雌

cΦ翻ePHToB（閃亜鉛鉱の化学性と生成温度の相関関係の問題につv・て）」，P・285～289，図1，

表1，文献（露文）

　K・Eliash：「ycTaHoBKa几π只TepMo3ByKoBoro　H　TepMoBaKyyMHoro　Hcc諏eAoBaHHH　MHHe－

PaπoB（鉱物の破裂音・破裂圧研究用機器）」，p・290～295，図7，文献5（露文）

　全ソ第2回地質的温度・圧力計学会決議，p・296～307（露文）

2）A，M。Ovchinnikov（1949）1「06皿a∬r瓢poreo五〇rH月（総観水理地質学）」，「ocreo朋3双aT

出版，356P・，図136，表56，文献167，23cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　目　　次
第1部　水理学と気象学の基礎

　第1章　流水と水平衡に関する知識の基礎
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　　　　　　　　　　　　　新着資料の紹介（資料室）

　　　自然界における水の一般的循環

　　流水盆

　　各水盆の水平衡

　　水理地質過程と気象過程の周期性

第2章　気圏と地表の熱条件

　　気圏の構造

　　地球の熱平衡

　　地表の熱平衡に影響する要素

　　　土壌と岩石の熱的性質

　　熱伝導体中の熱流論

　　　地殻外殻中の熱波

　　　地下水の温度

　　　深部恒温帯

　第3章　気圏における水分移動作用

　　　空気の湿度　蒸発

　　　降水量

　　　気団

　　大気の圧力と移動　旋風と逆旋風

　　　風

　　　共観気象図

第4章　地球の気候帯

　　　気象の基本型式

　　　気候帯

第5章　地表流水

　　　河川の気象学的分類

　　　流水の特徴区分

　　　河川の条件

　　　流水め要素

　第6章　水理学上の計算法

　　　水理気象学的観察データの利用

　　　比較法の概念

　　　確率曲線とその流水解析への応用

　　　折線の平担化

　　　水理学入門書

第2部　水理地質学（地下水学）の基礎

　第7章　地下水貯溜体としての岩石

　　　地下水の累帯分布

　　　岩石の孔隙率

　　　岩石の粒度組成

　第8章岩石中の水
　　　岩石の水分

　　　岩石中の水の形

　　　岩石の透水度

　　　岩石中の毛管水

　第9章地下水の物理化学的特徴

　　　　　　　　　　　　　　　　　51一（277）



　　　　　　　　地質調査所月報（第22巻

　　水の物理的性質

　　水の不純度の指標

　　水の剛性

　　活炭酸ガス

　　水の一般的鉱化作用

　　水素イオン濃度

第10章　地下水の化学組成

　　地下水の化学分析

　　地下水の化学的分類

第11章　天然水の化学組成g生成

　　天然水の主要型式

　　水の化学組成の変質過程

第12章　地下水の主要型式

　　地下水の分類

　　地下水の条件に関する概念

第13章　通気帯の水

　　土壌水

　　沼沢水

　　浅所地下水

　　砂丘の水

第14章　土壌下地下水（subsoil　water）

　　土壌下地下水の累帯分布

　　土壌下地下水の主要型式

第15章　被圧地下水

　　被圧地下水の生成条件

　　被圧地下水資源

　　代表的被圧地下水盆の記載

第16章裂力水とカルスト水

　　裂力の基本的概念

　　裂力に富む岩石の含水性

　　裂力に富む岩石中における地下水の移動

　　裂力水の分類

　　カルスト水

第17章　永久凍土帯の地下水

　　永久凍土

　　永久凍土帯地下水の主要型式

　　氷層水

第18章　鉱泉水（mineral　water）

　　鉱泉水分布の規則性

　　鉱泉水の主要型式

　　鉱泉水の流域

第19章　温泉

　　温泉の分類

　　温泉の条件

　　温泉の探査

　　　　　　　　　　　　　　　　52一（278）
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第20章　水理地質図

3）V．V．Bronguleev（1967）＝「npo6πeMa　c臓a双Koo6pa30BaH班只B3eMHo茸Kope（地殻にお

　ける摺曲形成作用の間題）」，Nedra出版所，290P．，図140，表3，文献262，22cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

　　第1章　摺曲作用間題の歴史から

　　第2章　ボリショイ・カラタウ山脈のヘルシニアン摺曲構造の形態

　　　　地域地質構造の一般的特徴

　　　　方法上の註解

　　　　背斜帯・向斜帯の摺曲構造

　　　　　ムィンジルガ帯の摺曲

　　　　　ミルガリムサイ帯の摺曲

　　　　　クィズィラタ帯の摺曲

　　　　　カラードィル帯の摺曲

　　　　　テギストィク・ベルクタ帯の摺曲

　　　　　オルガイルィサイ・ベリマザル帯の摺曲

　　　　　マイダンタリ帯の摺曲

　　　　カラタウ山脈ヘルシニアン大複背斜構造のもっとも重要な特徴

　　第3章　ボリショイ・カラタウ山脈ヘルシニア大複背斜形成史

　　　　先ヘルシニアン史の一般的特徴

　　　　ヘルシニアン期

　　　　後ヘルシニアン史の一般的特徴

　　第4章　摺曲形成機構とその分類

　　　　概説

　　　　圧断摺曲（stamping　fbld）

　　　　　圧断摺曲形成過程の運動学

　　　　　圧断摺曲形成過程の力学

　　　　擁曲摺曲（warpingfbld）

　　　　　擁曲摺曲形成過程の運動学

　　　　　擁曲摺曲形成過程の力学

　　　　流動摺曲（How　fbld）

　　　　　流動摺曲形成過程の運動学

　　　　　流動摺曲形成過程の力学

　　　　圧縮様式

　　　　自由流動様式

　　　　分類表と幾つかの総括

4）A。V．Shcherbakov（1968）：「reoxHMKH　TepMa』bHblx　Bo江（熱水の地球化学）」，Nauka出

　版所，232p・，図46，表39，文献281，27cm（霧文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

　第1部　各種組成の熱水の生成作用と分布の一般的規則性

　　　熱水生成過程を規制する自然環境

　　　　地質構造環境

　　　　層位学的環境

　　　　堆積相環境
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　　　鉱物学的環鏡

　　　地形環境

　　　水力学的環境

　　　水化学的環境

　　　熱力学的環境

　　　地球化学的環境

　　地球化学的自然環境の型式

　　　酸化媒体の基準

　　　移化媒体の基準

　　　還元媒体の基準

　　地殻中の微量元素の分布とその賦存形態の特徴

　　　砺素の分布

　　　臭素の分布

　　　沃素の分布

　　　弗素と砒素の分布

　　　　リチウム・ルビジウム・セシウムの分布

　　　　ストロンチウムとバリウムの分布

　　　鉄・マンガン・銅・亜鉛・タングステンその他の元素の分布

第2部　浅成作用帯・後成作用帯・変成作用帯における地下熱水の主な地球化学的特徴

　　　浅成作用帯中における熱水の地球化学的特徴

　　　熱水の主な化学的型式とその分布

　　　熱地球化学的環境に結びついた熱水のガス組成の性質

　　　　地下水圏のガス生成作用中における浅成過程について

　　　微量元素組成とその可能な濃度

　　　後成作用帯における地下熱水の地球化学的特徴

　　　熱水の主な化学的形式とその分布

　　　　熱地球化学的環境に結びついた熱水のガス組成の性質

　　　堆積岩層の深部鉱化熱水の熱変成作用について

　　　　微量元素組成とその可能な濃度

　　　変成作用帯における熱水の地球化学的特徴

　　　　熱水の主な化学的型式とその分布

　　　　熱地球化学的環境に結びついた熱水のガス組成の性質

　　　　微量元素組成とその可能な濃度

第3部　鉱化過程における熱水の地質作用

　　　ボリショイ　クリヴォイ　ログにおける鉱化作用の古水理地質学的特徴

　　　　ボリショイ　クリヴォイ　ログにおける堆積岩石学的・層位学的環鏡

　　　　ボリショイ　クリヴォイ　ログ造構造一金属鉱床生成帯の主な型式

　　　　ボリショイ　クリヴォイ　ログにおける古水理地球化学的特徴

　　　ボリショイ　ドネツ盆地における鉱化作用の古水理地質学的特徴

　　　　ボリショイ　ドネツ盆地における堆積岩石学的・層位学的環境

　　　　ボリショイ　ドネツ盆地造構造一金属鉱床生成帯の主な型式

　　　　ボリショイ　ドネツ盆地における古水理地球化学的特徴

　　　鉱化過程に関する幾つかの概念

　　　　鉱液の水理地球化学的特徴

　　　　熱水溶液からの鉱石鉱物の移動・濃集・沈殿条件
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熱水溶液の運動の原因

総括

5）　D．V．Kalinin（1969）：「∂KcHepHMeHTaJlbHHe　HccJle八oBaHH兄ΦH3HKo－xHMHuecKHx　ycJI－

　oB嘘cKapHHpoBaHH∬（スカルン化作用の物理化学的条件の実験的研究）」，Nauka出版所，

　113P・，図20，表27，文献107，22cm（露文）（本月報に完訳連載予定）

　このモノグラフには，スカルン鉱物の化学的生成条件を明らかにし，その合成温度領域を決

定するために行なった1，500を超える実験結果がまとめてある。溶解性のすぐれたハロゲンな

どの塩を出発物質および鉱化添加物として実験を行ない，それらの物資を基礎にして熱水溶液

およびスカルン溶液を想定している。

　ハロゲン塩をふくむ系中での珪酸塩鉱物の熱水合成の特性を検討し，人工合成相の性質を普

通の結晶光学的解析，X線による解析，化学分析による方法で研究し，合成された鉱物相の鉱

物学的な特徴を記載している。

　そして，closed　volume法で作ったすぺての物質から，天然のスカルン共生関係の形成過程

を既知の局部平衡の法則の見地にたってうまく説明している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

　第1章　スカルン生成論の現状と実験研究の課題

　第2章熱水鉱化作用とスカルン化過程へのハロゲンその他の塩の関与

　第3章　ハロゲン塩との系における珪酸塩熱水合成の特徴

　　　　文献概観

　　　　ハロゲンその他の塩の鉱化作用

　　　　運動効果

　　　　ハロゲン塩との系における珪酸塩の合成に対する塩の活性の影響

　　　　コンプレックシング（complexing）

　　　　酸性・アルカリ合成条件と質量作用の法則

　第4章　主要スカルン鉱物の化学的合成条件

　　　　アンドラダイトの合成

　　　　グロッシュラーの化学的合成条件

　　　　中間組成ざくろ石の合成条件

　　　　組成・化学的合成媒体とざくろ石の等方性との関係

　　　　ざくろ石合成に適したその他の化学的要素

　　　　透輝石と紫蘇輝石の化学的合成条件

　　　　アンドラダイト生成体と紫蘇輝石の反応

　　　　スカルン共存体である角閃石類の化学的合成条件

　　　　その他のスカルン鉱物の合成条件

　第5章　2・3のスカルン鉱物の合成温度条件

　　　　アンドラダイトとグロッシュラー合成温度の下限

　　　　グロッシュラーとアンドラダイトの安定温度領域の上限について

　　　　ハイドログロッシュラーとハイドロアンドラダイトの合成温度

　　　　透輝石と透角閃石の合成温度領域の下限

　　　　紫蘇輝石と鉄陽起石の合成温度領域の下限

　　　　珪灰石など幾つかのスカルン鉱物の合成温度領域の下限

　　　　スカルン鉱物合成温度領域に対する圧力の影響について

　第6章　アルモ珪酸塩岩のスカルン化反応ざくろ石生成体と斜長石との反応

　　　輝石・角閃石生成体と斜長石との反応
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　　　塩化物溶液と粉岩との反応

第7章　合成相の鉱物学的特徴

第8章　天然スカルン化過程の解析への実験結果の適用性

　　　交代過程解析における部分平衡の法則とclosed　volumeにおける実験法

　　　ハロゲン塩その他の活性溶媒を用いた実験中での平衡関係

　　　安定領域，合成領域，出発物質と合成温度下限

　　　実験中におけるCO2分圧

第9章スカルン鉱物共生関係の形成条件に関する考察

　　　石灰岩の化学的スカルン化条件

　　　アルモ珪酸塩岩のスカルン化条件

　　　スカルン化溶液の組成の進化とスカルン中における鉱物生成順序

　　　マグネシア・スカルン生成作用の可能な機構について

　　　石灰質スカルン生成時における反応順序

　　　石灰質スカルン生成の温度条件

　　総括

6）　Yu・Ir・Polovinkina・（1966）：「CTpyKTypbl　H　TelくcTypbl　H3Bep》KeHHblx　H　MeTaMoPΦHuec－

　KHx　ropHHx　nopo双（火成岩・変成岩の組織と構造）」，全3巻，Nedra出版所，27cm（露

　文）

　このモノグラフは，岩石の組織と構造に関するもっとも完全な，現代の該当領域の水準を明

確にした総括というべきものである。3巻からなり，第1巻には岩石の組織と構造に関する知

識の発展史が略述されている。この巻自体が岩石の組織名や構造名の起源と由来の解説がつい

ている詳しい岩石組織・構造の改修用語辞典であり，また，関係文献集としても有用である。

巻末に，大部分の用語が英露，独露，仏露の対訳付でまとめてあるのは便利であるが，その逆

の対訳がないのは，冒頭にr全ソ連の岩石学者にこれを捧げる」ためとことわっているとはい

え惜しい。

　第2巻と第3巻注1）は火成岩と変成岩の各組織・構造を非常に綿密な，しかも大きなスケッ

チや写真を用いて説明している。その図版数が624という多さから考えても，座右の書となる

であろう。我国に入ったのは多くとも5部を超えず，しかも絶版となってしまった。当書庫に

保存されている全3巻が活用されることを望むしだいである。

　第1巻：rCハoBapbTepMHHoB（用語辞典）」，239P・文献743，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

　　岩石構造・組織学的発展略史

　　組織と構造

　　組織・構造用語辞典

　　英文用語辞典

　　独文用語辞典

　　仏文用語辞典

　　文献

　組織・構造挿図索引

　第2巻注2）：「H3Bep撒eHHHe　nopoムH（火成岩）」，423P・，図378

注1）正確には，第2巻第1篇と第2篇，別冊になっているのでこのようにして紹介する。

注2）原書は第2巻第1篇
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　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

　はじめに

　火成岩の組織と構造

　はんれい岩一玄武岩グループ

　超塩基性岩グループ

　閃緑岩一安山岩グループ

　超酸性岩グループ

　閃長岩一粗面岩グループ

　霞石閃長岩一響岩グループ

　複合アルカリー超塩基性貫入岩体

　優黒質アルカリ岩グループ

　挿図索引

第3巻注3）：「瓢eTaMopΦHqecKHenopoAbl（変成岩）」，271p・，図246

　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

　変成岩の組織と構造

　接触変成片岩とホルンフェルス

　パイロ変成岩

　造進広域変成岩

　角閃岩とエクロジャイト

　大理石とスカルン

　グラニュライト

　含鉄珪岩と含鉄片岩

　交代変成岩

　チャーノッカイト

　ミグマタイト

　残存組織を有する2・3の岩石

　圧砕変成岩

　挿図索引

7）F，V．Chukhrov（1967）：「H30ToHbl　cepH　H　Bonpocbl　py八oo6pa30BaHH∬（硫黄同位元素と

　鉱化作用の諸問題）」，Nauka出版所，152P．，図18，表32，文献204，22cm（露文）

　この論文集には，さまざまな成因の鉱床産の鉱物中に存在する硫黄同位元素の組成を取り扱

った論文が集められ，とくに，硫化鉱物と熱水性硫酸塩鉱物中の硫黄同位元素比に重点がおか

れている。特別に選択した硫酸塩鉱物と硫化鉱物の組合せ中の硫黄同位元素を研究することに

よって，熱水溶液中の硫酸塩の由来について一連の結論がひき出された。そして，鉱床を構成

する鉱物中の硫黄同位元素の配分にみられる幾つかの規則性が強く主張されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　次

　V。1。Vinogr乱dov（1968〉1「PacHpeAe五eHHe　H30TonoB　cepbl　B　MHHepaJIax　py八Hblx　MecTo－

po凪八eHH茸（鉱床産鉱物中の硫黄同位元素配分）」，p・7パ37

　L．L．Shanin，A。M。Shereshevskii，V。L　Vinogradov：「Hcnoπb30BaH班e　Macc－cneKTpoMeTpa

瓢H－1309期∬H3MepeHHH　Maπblx　BapHa叩H　H30ToHHoro　cepbl（硫黄同位元素の微小差測定へ

のMI－1309型質量分析計の利用）」，p・38～45

　F．V．Chukhrov，L　P。Yermilova，V，L　Vinogradov：「H30ToHHbI最cocTaB　K　npoHcxo〉K八e－

HHe　cepbl　HeKoTopblx　Mo刀H6八eHoBblx　n　Bo・πbΦpaMoBblx　MecTopo》K八eHK茸L【eHTpa・πbHoro

注3）原書は第2巻第2篇
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Ka3aXCTaHa（中部カザフ地方モリブデン・タングステン鉱床の硫黄同位元素組成と硫黄の起

源）」，P。46～58

　F．KShipulin，V。1。Vinograd．ov：「06H30TonaxcepuBpyπax五a田KecaHa（ダシュケサ

ン鉱床産鉱石中の硫黄同位元素について）」，P・59～71

　S。T．Badalov，V。1。Vinogradov：「K　Bo∬pocy　o6HcToHHHKax　cepbl　B　gH八oreHHbIx　MecTo・

滋八eHH取CeBepo－3aHaAEoro　KapaMa3apa（北西カラマザール地方内生鉱床中の硫黄の起源

に関する問題につV’て）」，P・72～83

　N。A．Ozerova，N．Kh。Aidinうy＆n，V。1．Vinogradov：「H30ToHHbl蕗cocTaB　cepbl　pTyTHblx

MecTopo撒八eHH負（水銀鉱床の硫黄同位元素組成）」，P・84～105

　Z．V．Shlyukova，B．Ye．Borutskii，M，N。Sokolova，Y．1．Vinogradov：「06H30ToHHoM

cocTaBe　cepH　B　MHHep翻ax　X而HHcKoro　Maccma　HeΦe刀HHoBblx　cHeHHToB（ヒビナ霞石閃

長岩山塊産鉱物中の硫黄同位元素組成について）」，P・106《・109

　G．M，Chebotαrev，V．1。Vinogradov：「06H30Tol1HoM　cocTaBe　cepbl　cBHHUoBo－UHHKoBux

MecTopo凪AeH雌y照yπa肥Koro　py八Horo　Ho朋（Cpe畑兄瓢A3H只）（中央アジア地方ウチュ

クラチャ鉱床田鉛一亜鉛鉱床の硫黄同位元素組成について）」，P・110～114

　S．N。Gavrikova，V．1。Vinogradov：「06H30ToHHoM　cocTaBe　cepbl　B　MHHepaJIax　Me八Horo

MecTopo氷八eH朋Kapa6ac（LleHTpaπbHH茸Ka3axcTaH）（中央カザフ地方カラバス銅鉱床産

鉱物中の硫黄同位元素組成について）」，p・115～117

　V・1・Vinogradov，V。M・Bely：「∂KcnepHMeHTaπbHoe　onpe1夏eJleHHe　H30ToHHoroΦpaK皿K－

oHHPoBaHHH　cePbI　HPH　BblcoKoTeMnepaTypHoM　BoccTaHoB配H四cy肋ΦaToB（硫酸塩鉱物の

高温還元による硫黄同位元素分別測定の実験研究）」，P・118～127

　V・1・Vinogradov＝「Po肪cy恥ΦaToB　B　pyπoo6pa30Ba曲H（鉱化作用中での硫酸塩の役

害IJ）」，　p．128《・145

8）L　B．Rukhin（1969）：rOcHoBH五HToπorHK（堆積岩石学の基礎）」，Nedra出版所，第3

版，704p。，図269，表78，文献1，027，27cm（露文）
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第1章
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第5章
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堆積岩の科学としての堆積岩石学

堆積岩石学の内容

堆積岩研究史

堆積岩の一般的特徴とその分類

堆積岩に関する知識

堆積岩の分類

堆積岩の分布と組成

火砕岩

火砕岩の生成作用とその特徴

主要タイプの火砕岩の記載と分類

砕屑岩

砕屑粒とそれで構成された岩石の分類

粗砕屑岩（礫質岩）

砂質岩

シルト質岩

泥質岩

概説
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　　13）加水雲母泥質岩

　　14）　カオリン族泥質岩

　　15）　モンモリロン石族泥質岩

　第6章　化学的・生物化学的起源の堆積岩

　　16）石炭と炭質岩

　　17）　アルミナ質岩

　　18）鉄質岩

　　19）マンガン質岩

　　20）珪質岩

　　21）燐灰土質岩

　　22）　炭酸塩質岩

　　23）硫酸塩一ハロゲン塩質岩

　　24）一連の姉妹堆積岩

　第7章　混成岩

　　25）概説

　　26）砂一シルトー泥質岩とその分類

　　27）炭酸塩一泥質岩，泥一炭酸塩質岩，硫酸塩一ハロゲン塩質岩とその分類

　第8章　地質体としての堆積岩

　　28）堆積岩体の形

　　29）堆積作用の休止，地質記録現象の欠除，不整合

第2部　堆積岩の生成期と生成条件

　第9章　堆積物質の生成（風化作用）

　　30）　風化作用の一般的特徴と有用鉱床の生成に対するその影響

　　31）物理的風化作用

　　32）　化学的風化作用

　　33）　風化作用時における鉱物の安定性

　　34）古期風化殻

　第10章　堆積物質の移動と堆積

　　35）流水による堆積物質の移動と堆積

　　36）水盆中での堆積物質の移動と堆積

　　37）風による砕屑物の移動と堆積

　　38）氷による砕屑物の移動と堆積

　　39）重力その他の原因の影響下における砕屑物の移動と堆積

　第11章　堆積物・堆積岩の変質（岩石化）

　　40）岩石化作用概説

　　41）　同生作用と続成作用

　　42）後生作用

　　43）　コンクリーションと組織

　第12章　堆積岩の基本的生成条件

　　44）堆積岩生成条件の一般的特徴

　　45）堆積層の形成に対する造構造運動の影響

　　46）堆積層の形成に対する地形の影響

　　47）堆積層の形成に対する気象の影響

　　48）堆積層の形成に対する生物の影響

　　49）　うねりの特徴

59一（285）



　　50）

　　51）

　　52）

　　53）

　　54）

　　55）

　　56）

　　57）

第3部
　第13章

　　58）

　　59）

　　60）

　　61）
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　第16章
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　　82）

　　83）

　　84）

　　85）
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　堆積層の厚さに対するうねりの影響

　堆積層の周期的構造の原因としてのうねり

　堆積作用の周期性

　堆積層の成層構造の形成に対するうねりの影響

　うねりと堆積層の組成

　堆積層の堆積速度に対するうねりの影響

　堆積岩の生成条件に関する概説

　堆積物質の分離（分化）

相と相解析法

　相に関する概説

　相とその分類

　海成相の一般的特徴

　潟成相に関する一般的知識

　陸成相の特徴

　野外における相解析法

　相解析法と課題の一般的特微

　岩石の野外堆積岩石学的研究

　堆積岩体の形およびそれと隣接する堆積岩との関係の解析，構造の周期性の解明，

基準走向・傾斜の一次転位

　堆積岩層の厚さの研究

　層面上での観察

　層理の研究

　砕屑と化石のオリエンテーションの研究

　古生態学的観察

　室内における相解析法

　主な粒度分析法

　粒度分析データの処理方法と堆積層の成因決定へのその利用

　砕屑岩の岩石一鉱物組成の研究法

　泥質岩の鉱物組成の決定

　化学的起源・有機起源岩石の鉱物組成の研究法

　砕屑粒の形と表面の研究法

　堆積岩の色の研究

　堆積岩の構造的特性の研究法

　堆積岩各タイプの研究法

　データの統計的処理に関する基本概念

　堆積層の相の研究による結果の総括

堆積層系

　累層とその分布

　堆積累層・層系・層群に関する一般的知識

　層系の分布の特徴

　地向斜の発達とその中の層系の分布

　古期島弧と地向斜層系

　移過帯層系の形成順序

　卓状地層系の分布

　地向斜層系の主なタイプ
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　87）

　88）

　89）

　90）

　91）

　92）

　93）

　94）

　95）

　96〉

第18章

　97）

　98）

　99）

　100〉

　101）

　102）

第19章

　103）

　104）

　105）

　106）

　107）

第20章

　108）

　109）

　110）

索引

泥質一頁岩層系

珪質一火山源層系

珪質一含鉄亜層系と噴出一堆積鉄鉱亜層系

珪質一含マンガン亜層系

炭酸塩層系

層状燐灰土亜層系

リーフ質亜層系

ボーキサイト質亜層系

フリッシュ質層系

モラッセ質層系

移過帯の主な層系

挾炭層系

魚卵状鉄鉱層系

マンガン亜層系

含油層系

ハロゲン塩層系

レッド層系

卓状地型層系

炭質一ボーキサイト質一含鉄層系

石英一砂質層系

海緑石一燐灰土質亜層系

石灰岩質層系

石膏一苦灰岩質亜層系

堆積層系形成作用の規則性

層系群の基本的特徴の比較

堆積岩の発達

有用鉱物と堆積層系

9）N・1・Semenovich（1966）：r五〇HHbIe　oT諏o撒eK朋JI砥o推cKoro　o3epa（ラドガ湖の底質）」，

Nauka出版所，123p・，図28，表29，文献233（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　目

湖とその水盆の地球物理学的特徴

陸成移動条件と湖中での砕屑流

堆積作用の研究

底質の一般的特徴

底質層の成層

底質の粒度組成

底質の物質組成

　礫質物質の岩石学的組成

　鉄・マンガン沈殿物

　泥質物質

　生物遺骸

底質の物理化学的特徴

　天然・吸湿含水量
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　底質の吸着能

　酸化・還元ポテンシャルと活性反応

　炭酸塩含有率

　総化学組成

　　自生珪素，鉄，マンガン，燐，マンガン・鉄・燐の含有比，有機物

　年問各元素堆積量値の算定

　微量元素

結語
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