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献4

C．B．巫Hxa勘oB（1969）：r海洋と人類（瓢HpoBo貢oKeaH　M　qe諏oBeHecTBo）」，rエコノミ
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海に対する国際協力

陸水，漁業区，公海の問題

V．1．レーニンー海洋開発，研究の組織者

　Colloques　Intemationaux　de　Cent「e　National　de　la　Reche「che　Scienti丘que（1966）：r質量分

析計による絶対地質年代測定結果の地質学的解釈（lnterpr6tation　g6010gique　des　mesures

effヒctur6es翫u　spectrom6tre　de　masse　dans　le　dom＆ine　de　la　g60chronologie　absolue）」，377p．，

28cm×22cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

　R．oubault　M，：「開会の辞」，P．17パ24，文献20（仏文）

　H：outermans　F・G・：「地質年代学の物理学的諸法則（The　physical　principles　of　geochrono－

Iogy）」，P．27～40，図3，表3，文献14（英文）

　Tilt・n　G。：r北アメリカの花嵩岩における鉛同位体組成（ls・topic　c・mpositi・n　of　lead倉om

graniticrocksofNgrthAmerica）」）P。43～54，図4，表3，文献19（英文）

　S・netJ・：rルビジウムーストロンチウム法による絶対地質年代測定結果の解釈べの三角ダイ

アグラムの利用　（ApPlication　du　di＆gramme　triangu1＆ire　a1’interpr6tation　des癒esure

g60chronologiques　au　rubidium－strontium）」，P．57～76，図12，表11，文献4（仏文）

　Pavlovi6S．，Krstanovi6L：「ジルコンの結晶学的測定による絶対年代決定の可能性につい

て（Sur　les　possib五1it6s　de　d6termination　d，age　absolu　d，aprさs　Ies　mesures　cristallographiques　du

zircon）」，P．79～84，文献12（仏文）

　Coppens　R．，Durand　G．，Roubault　M，：「207Pbと206Pbの関係にもとづくジルコンの絶対

地質年代の研究（Etude　de1’age　des　zircons　Pa「le「aPPo「t　des　Plombs207et206）」，P．87～

98，図1，表1，文献27（仏文）

　Marmo　V．：「放射性同位体年代の解釈の岩石学的側面について（On　the　petrological　aspects

ofthe　interpretation　ofthe　radiogenic　ages）」，P．101～109，文献4（英文）

　L6tolle　R．．＝rアルカリ元素とアルカリ・アース元素同位体の分析技術改良の可能駐（Possi－

bilit6s　d’am61ioration　des　techniques♂analyse　isotopique　des616ments　alcalins　et　alcalino－

terreux）」，P．113～121，図2，文献9（仏文）

　Delbos　L．，Lasserre　M．，Roques　M．1「フランス中央山塊ルージュ地区変成岩系の絶対地質

年代と後退変成作用　（G60chr・no1・gie　et　r6tromorph・se　dans　la　s6rie　cristallophyllienne　du

Rouergue［Massif　Central丘angais］）」，P．125～138，図3，文献8（仏文）

　Leutwein　F．，SonetJ，汀フランス，アルモリカン山塊北東部の地質年代学的進化に関する知

識への補足（Contributionalaconnaissancede1，6volutiong60chronologiquedelapartienord－

est　du　MassifArmoricain貸angais）」，P．141～161，図5，表3，文献21（仏文）

　VialetteY・：「フランス中央山塊におけるヘルシニアン花闇岩化作用（Granitisati6n　hercy－
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　Zoubek　V。：「チェコスロバキアにおける無生代岩系の地質年代学的問題（Les　prob16mes
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MaTH3MHno」le3HbleHcKonaeMbleCeBepo－BocTouRo茸Kope益HK　raHpHMopb兄）」，ナウ
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　第1章　朝鮮北東部および沿海州南西部の貫入岩コンプレックス（S。S．Ziminほか）

　　　朝鮮北東部の貫入岩コンプレックス
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　　　沿海州南西部の鉱床

　　　　プリハンカイ鉱床域
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　E．Kh．Gulyan；rアルメニア共和国におけるマンガン鉱生成体の鉱物学的一地球化学的特

徴と環境条件」，p・263～266，表1，文献4

　V・V・Kalinenko，1・V・Shumikhina，A・1・Gusareva：rラーバ鉱床におけるマンガン堆積物

とv，cr，Ni，co，cuの分布」，p，267～283，図4，表6，文献10

　E．S．Tikhomirova，E．V．Cherkasova：「マングィシュラーク・マンガン鉱床における微量

元素分布」，p．284～300，図9，表5，文献13

　A・U・Litvinenko：rケルチ盆地鉄鉱層，鉄マンガン鉱層母岩中のマンガンの地球化学的研

究」，P。301～322，図12，表4，文献17

　中部カザフ地方古生層中のマンガン鉱床
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