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八．C．CaHo滋HHKoBら編（1970）：「風化殻（Kopa　BbIBeTpHBaHHH）」，第2巻（風化殻の地

質と鉱物），ナウカ出版所，280p・，26・5cm×18cm（露文）
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図2，表1，文献7
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サイトの鉱物組成とアルミナ風化殻との関係，P．43～53，図3，表1，文献9

E。H。Ky3eMKHHa：超塩基性岩風化殻産磁鉄鉱中のニツケルの性質，P・54～65，図1，表2，
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B・砿瓢照a勘oB，F．B。Ky』HKoBa：アフリカ西部のキンバーライト風化殻の相形式，P・65

～80，図7，表3，文献4

A・几c汲yKHH：ドレライトの風化殻とチヤドベツク隆起区のボーキサイト，p・81～107，図

10，表3，文献30

B．A．BoraTHPeB：ギサール山脈南西支脈の中生代風化殻，p・108～126，図10，表3，文献
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》K．B・双oM6PoBcKaH：プリバイカル地方の古期風化殻，p・127～138，図10，表1，文献4
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ボーキサイト，P．139～151，図1，文献51

A．H．HHKHTHHa，3．H．AπeKceeBa：クールスク磁気異常地域の古期変成風化殻，p・152～

160，図5，表1，文献10

）K・BJbM6PoBcK朋：西プリバイカル地方オゼルヌイ区の風化殻と滲透性鉱物資源，p・161

～173，図5，表3，文献5

　几几⑬PbeB：コンカ川モンゾナイトーシヨンキナイト質斑岩を例とした偽集塊岩の生成，

P・174～181，図6，表3，文献7

　A．K）．JleHH，瓢．B．胚BaHOB＝千島一カムチヤツカ地方火山源鉱床における自然硫黄の酸化

過程，P・182～213，図19，表11，文献26

　H．A．JIHc瓢bIHa：太平洋熱帯の塩基性岩風化殻の地球化学，P．214～233，図10，表8，文

献30

　H．K　Pa3eHKoBa；実験データによる酸化帯のカドミウムの地球化学，P。2蟄～240，図3，

表2，文献10

　瓢・Φ・Ky朋KoBa，H・M・Pa3eHKoBa：ある鉛一亜鉛鉱床の酸化帯におけるゲルマニウムの地
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学の諸特徴，P、246～257，図3，文献13

　風化殻に関する文献集（339）

　N・Oncescu（1960）；「ルーマニア人民共和国の地質（FeomrHH　pyMHHcK磁Hapo八Ho孟pe－

cny6刀HKH）」，外国文献出版所，517P・，図165，表9，文献304，26・5cm×18cm（露文）
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　第5期のまとめ

鉱床学の今後の基本的発展方向

結語
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合研究法（瓢eTo八HKa　KoM朋eKcHoroPemoH飢bHoro　reomro－reoΦH3HuecKoro　H3yueHHH

paBHHHHx　TeppHTop雌CCCP　Ha　npHMepe　CKHΦcKo－TypaHcKo益H五HTH）」，ネードラ出版
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　H．B．JIorBHHeHKo（1968）；「堆積岩の後続成変質作用（HocT八HareHeTHuecKHe　H3MeHe圏

oca八oqHblx　HoPo八）」，92p・，図42，表14，文献130，26cm×17cm，ナウカ出版所（露文）
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　結論

　全ソ海洋地質・地球物理研究所（1970）：「海洋地質と地球物理（皿oPcKaH　reoπor朋H　reo一

Φ雌HKa）」，1，ジナトネ出版所，206p・，26cm×17cm（本文：露文，抄録：英文）
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　B．H．CaBe肪eB：「海洋地質研究法と研究技術の現状と発展の展望」，p・7～18，図9，文献
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　B．r．丁価cT，B．H．CaBe肋eB：「陸棚沿岸部における砂鉱床の探査技術と探査法について」，

P。19～28，文献3

　A，n．瓢H照田HH：「小海と大洋の地質構造にみられる差異について」，P・29～32，文献4

　B．H．CaBeπbeB；r賦存条件に関連ある沿海堆積層の続成作用」，p・33～42，図7，表1，文

献12

　C．瓢．3BepeB，B．C．HoBHKoB：「海洋での深部地震検層技術と方法の発展の展望」，P・43～

48，図3，文献7

　JI。H．KoraH，K　．赫．瓢HcTpmKoB：「ソ連の海洋地震探査法と技術」，p・49～54

　JI．双．HeMuoB，JI．C．皿apaeB＝「海洋重力測定の方法的一機器的諸問題」，P・55～64，図4

　0．B．Ha3apeHKo：「深部電気検層法の諸問題」，P・65～78，図5，文献U

　E．A．CTap田KoBa，U．H．Fa凪HH：「内海堆積層の地震性音波による研究」，P・79～84，図

3，文献4

　F・H・KpyM駈OBa：r地殻とアツパー・マントルの構造研究での磁場の立体的分布解析」・

P・85～91，図3，文献7

　広域調査研究
　B．H．Fo汲oBHHcK舩，只．n．瓢朋oB瓢KH負，A．H．巫Kπa皿HH：「ゴルヌィ・クリミアー北西

カフカス両山脈接合帯の地質構造に関する新データ」，p・95～98，文献9

　B．H．HoqTapeB，B．双．B胚瓢：「黒海盆地・プリ黒海両地方の大規模広域異常」，P・99～102・

図2

　只．n．赫oπoBH耶曲，A．A．TepexoB，O．B．Ka3aKoB：「チェレケンーリバノフスク隆起帯

東部の地質構造」，p・103～108，図3，文献5

　A．H．Bo刀KoB，∂．F．n獅HKoB，A．兄Ta60只KoB＝rサハリン島陸棚の地震学的研究データ

による地質構造」，p・109～114，文献2

　10・B・Ty・πHHa，｝0．A．TpecKoBa，C・K。BHKKeHHHa，H・A・戸HKoHoBa，E・A・CTapHIHHo－

Ba，　∈），F．〉KH五b双oB，B．レ1．1〉1賑poHoBa，C．1〉1．3BepeB，レ1．H。FaJIKHH，H。瓢．1〉1Hxa焦πoBa；

「深部地震探査データによる目本海と間宮海峡の地殻構造」，P．115～122，図6，文献10

　｝O．F．KHce肥B；「地震学的データによるロモノソフ山脈の現世地形地質構造の諸特徴」，

P。123～128，図3，文献11

　Bl　H。瓢ocKa肥HKo：「地中海海底構造の地震学的研究結果」，P．129～137，図3，文献19

　海洋地質・地球物理研究法と研究機器

　F．A．AxMe双oB：「カスピ海における地球物理学的研究の方法的試行」，P。141～145，図l

　H．H．Fa五KH＝r内海における深部地震探査への地震波絶対領域の適用性」，P。147～156，図

3，表3，文献15

　P．A．A6八yππaeB，E．巫．Jlo3HHcKaH，几A。∂釦eH朋eBa：「地震波記録解析の諸問題と反

射法による海洋地震探査データの統計処理法の利用」，p・157～161，文献2

　B．B．FaBp田皿HH，CyHb　IHyHb贋；「multiplication－quasimultiplication計算を用いた地震情

報処理のための磁気ステーシヨンヘの付言」，p・163～172，図4，表2，文献5

　A。B．KaπHHHH，B．B．Ka汀HHuH，0．几KopcaKoB，A。K）．K）HoB；「カスピ海南部水域にお

ける地質構造と断裂を明らかにするための，電気水力学的弾性振動励起源を用いた地震波断面

の適用」，p・173～178，図2，文献2

　∂。A，飢yca9朋H，H。K．mleP6瓢雌：r複雑地質構造軸部研究への定方向流法の適用」，P・

179～185，図5

　C．A．y皿aKoB，C．C．HBaHoB：「均衡補正と移過帯における重力異常説明方法上の諸問
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題」，p・187～192，図2，文献8

　A。瓢．KapacHK；「水域磁場異常図の精度について」，P。193～196，文献8

　B。B．皿apKoB，A。兄Ta60照oB，3．H。FypbeBa；「サハリン島水域浅海底の地質学的研究

と地質図化のための航空写真資料の利用」，p・197～203，図4

　H．兄丑aRH朋Hcら編（1970）：「第四紀地質の諸問題（BoHpocbl　ueTBepTHq曲reo五〇mH），

第5巻」，ジナトネ出版所，119p・，22cm×15・5cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　目　次
　序文

　H．兄双aHH汀aHC：「各種時代の氷堆石の堆積岩石学的差異の解明を試みたラトビア地方氷

積層組成の研究の総括」，p・7～36，表12，文献30

　F．H．KoH皿HR，A．C．CaBBaHToB．B．月．C五〇60双HH：「西ラトビア地方間氷期海成層とその

生成作用の諸特徴」，p・37～48，図6，文献13

　E．A．qepeMHC班ROBa：「カリーニングラード州南東部ミンデルーリス間氷期層の珪藻植物化

石群」，p。49～64，図3，表1，文献7

　H。r。Be勘6eprc，A．C．CaBBaHToB：rユルカルネーウルマレ地域における堆積条件の指標

としての氷堆石層間海成層上部の堆積組織の特徴」，p・65～76，図8，文献6

　A』．BaHra：「アルクセンスク隆起の形態と地形発達の諸特徴」，P。77～94，図8，文献2

　0。n，A60πTHHb皿：r中部ラトビア山脈斜面の周縁生成体とその北部ラトビア地方リンク

ボ末端堆石層との対比」，p．95～107，図6，文献10

　兄A．CTpayMe＝r東クルゼミ南縁部とゼムガリ平野の湖成層の構成と構造」，P，109～ll5，

図5

　ソ連地質省発行「ソ連の地質学（CoBeTcK餓reo丑oru兄），年12冊，26cm×17cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　1970年総日次注1）

　A6paMoBHu　H・H・・Fpy3a　B・B・，PoMaHoBcK繭C・H．：r数理地質学」に関する問題，N・．6，

p，140～142

　ABepb∬HoB　H。H．，》KH氷HH双．H．，TmTpHH　I4．14．；千島列島における可採自然硫黄鉱床探

査の展望，No・3，p・54～62，図4，文献8

　A五aMeHKO　O．瓢。：「クルンダ盆地の構造地質区分の原則と主な地質発達の特徴，No．3，P，

116～118，図2

　AKHMoBa　F．H．，〆bapxaToBa瓢．H．，Ke朋b　F．H．：ウラル地方ジリメルダク累層とラソリ

ナ累層の上部原生界，No．2，p。24～32，文献8

　AKcaMeHTOBa　H．B．：中部カザフ地方北東部デボン紀火山岩系の地球化学的特徴と成因，

No・11，P・57～75，図6，表5，文献38

　A肥KceeB　JI．瓢．：地殻における炭素の循環と石油の成因に関する問題に寄せて，No・3，P・

138～142，文献11

　A五eKceeBΦ．A．，FoTTHx　P．n．，TaHeeB　P．H．：放射性元素と重水素の研究結果からみた

ブハラーカルシンスク被圧水盆地の地下水，No。10，P．44～58，図4，表5，文献12

　A汀HMoB　A．A．：「広域層序区分」といろ概念の定義，No。12，P。108～117，図2，文献6

　AH双peeBa，P。H．，Kabb皿leB　B。H。：ドニェプルードネツ盆地含塩地質構這の特徴，No．2，

P・135～142，図4，文献29

　AHHcKMoB　JI．A．：堆積層中における硫化水素分布の規則性，N・・3，p・75～84，図2，表1，

文献31

　ApTeMoB　B．P．：「ソ連の温石綿一石綿鉱床」への批判者H．双．Co60菰eBに答える，No。2，

注1）露語人名アルファベット順
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P，149～151

　AΦOHHH　B．H。：卓状地石油・天然ガス埋蔵地域における構造一探査法としての空中7線測

定図，No・3，p・124～128，図3，文献4

　BaK飢双Ha　A．H。，Kpa班oB　A。H。；ドネツ盆地チスチャコフスク向斜地域の無煙炭の組織

成分とメタン量率，No。4，P．153～160，図5，表3，文献6

　BeKTa皿H　C．A．，Fa耶ueB　T．F。：メグリーオルドゥバード複合深成岩類の貫入時相，No，5，

P・95～109，図5，表1，文献27

　BemB　A．A．：アルプス摺曲区におけるrcKBo3HHx」地向斜性沈降部について，N・。7，

P。123～128，図1，文献30

　BeJlbroBcKH且F。JI。，FoJloBeHoK　B．K。，双y6KHcKH孟A．只．，Epo皿eBcKa頂P．H．，KHpHKoB

双．A。，KoTJIyKoBB・A・，M，Hxa勘oBB・ML，Ta3HxHH　H。H．，UexoMcKH益A．ML，皿兀y，πbロi

C．C．，田leMoB　A．1工．：「ソ連でのボーキサイト探査の展望」，No・10，p・9～19，図l

　BHH八MaH　H．H，，Be朋eB　A．n．，Bo汲o八HHa　E．H．＝「ルードヌィ・アルタイ地方北西部に

おける多金属鉱床の位置を決める堆積岩石学的要因」，No・5，p・128～136，図3，表4，文献7

　Bor八aHoBA．A．，3a茸取eBK）。A．，KoJIJlepB。Ml．，OpJloBH．B．，CeMHxaToB瓢．A．，ΦH，π一

aToBa　JI．H．＝「カザフ地方・北天山地方先カンブリア系層序学会」，No・3，p・131～137，表1

　BoUaHoB　A．A．，FoP6yHoB　F．H．，皿maT翻oB　E．T．：「世界地質図委員会定例会議」，No，

12，p。123～139

　BoH双apeHKo　B。瓢。，BHKTopoB　F。F。，TapxoB　A．F。：「geocosmic法による応用地質学的

課題の解決」，No・6，P，85～96，図5，表1，文献19

　Bop3eHKo　r．Φ。，CK朋poB　P．兄：rプリアンガラ流域含銅堆積盆地」，No。8，p。96～105，

図1，表1，文献7

　BopoBHKoB　H．n．：「生産力発展に対するレーニンの指示」，No・4，p・13～29

　BpoHeBo荊B。A．，HBaHoBB．A。，KHHK：）。H。，KyJIHKoBaF、Bり瓢Hxa茸，πoBB。瓢．，HoKpo－

BcKH最B．B．，CaΦoHoBaO・Φ・ラCe朋BepcToBK：）・H・：「西アフリカ・リベリア州におけるラ

テライト被覆層の生成と発達の諸問題」，N・・9，p・3～18，図8，表2，文献10

　B即aToB　C．r．，皿eToqKHH　B．H．：「酸素の層状累帯配列に起因するウラン鉱床の鉱化過

程の特徴」，No。4，p・110～119，図7，文献13

　By朋H　H・K・，npoHHeBa　E・A・；r地震データによるタジツク沈降盆地の深部構造」，No・12，

P，114～120，図3，文献14

　ByP田Te湘E．Φ．：「金属鉱床予測図の規模および地質図化・探査と予測との関係」，No・2，

P・118～123，表1，文献12

　Byp皿Tap巫。C．，OKyHbKoBaΦ。E。，TeoAopoB四F・H・：「研究不十分な堆積層の石油一天

然ガス埋蔵性評価の地質学的前提」，No。3，p。63～74，図2，表2，文献6

　Byp皿Tap　m。C．，Ha3apoB几A．；「古流体力学的環境の広域模式図の作成法」，No・9，P・19

～33，図6，表2，文献8

　ByPHKOBCK励JI．A．：「砂一シルトー泥岩の粒度パラメーターとその貯留性による分類」，No・．

2，P．60～69，図9，表2，文献6

　ByPHKOBCK曲JL　A。こ「アプシェロン・礁西部水域における堆積物沈殿条件，変質規則性，石

油貯留岩探査の展望」，No。11，P，133～142，図8，表1，文献9

　By瑚oB　H。H。，CaBueHKo　B．H。，UbmKo　A・K・：「デボン紀のドニェプルードネツ盆地とプ

リピヤツク盆地の構造的相関関係と石油・天然ガス集積作用の規則性について」，N・・10，P．20

～31，図5，文献12

　BbLπHHoJI．Φ．，巫aKapoBB．F．，Bop八oH　H。n．，3ap》KKUKH益F．Φ。，BoP八oHB。E。，KpH－

Bo双y6cKa只3。B．，HyypaB．A，りΦe八opeHKo只41。，M，eHaKepE　A．，BacHJlbeBB．A。：「白
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ロシアおよびプリバルチック地方における金属鉱物資源探査の展望」，No・6，p・3～14，図ネ

表3，文献24

BHM6a〉KaM6bIH＝「北部モンゴルのウェンディアンと下部カンブリアン」，INo．8，P．86～95，

図2，文献21

BapraHoB　B．r．，AHuNrHH、H．只．，Hace双KHHa　B．A．：「ウフィムスク・半円状構造盆地中

央部のオルドビス」，No・6，p・44～57，図2，表1，文献8

BaccoeB四H。B．，Bblco以K曲H．B．，CoKoπoB　B．A．，TapaHeHKo　E．H．：「後期先カンブリ

ア紀層の石油・天然ガス埋蔵性の間題に寄せて」，No・4，p・66～79，図7，文献22

　BaxpaMeeBB・A．，刀lpy皿瓦HμB。B。，Ero∬HB．JI．，KpbIMro霞bUF5L，JlyHnoB　H．n．，瓢H－

xa勘oBa瓢。B。，UarapeみH　A．JI．：「地中海地域ジユラ系シンポジウム」，No．5，P。170～173

　Be双pHHueB　A．F．，ro朋oHKo　r．B．，3a加eBa　H．A．：「ボロネジ山塊北斜面とその縁辺部

の結晶片岩基盤岩の構造」，No。3，P．109～113，図1，文献11

　Bep3H諏HH　H．H．：「フェルガナー盆地の中生代層中の自生粘土生成作用」，No．12，P。95～

107，図3，文献38

　BHπeHcK励瓢．A．，CeBocTb朋oB　K．温．：「西太平洋石油・天然ガス帯のいくつかの水理地

質学的特徴」，No、9，p。50～64，図2，表2，文献18

　BHHoKypoB　H．K．：「チェレムーホフ鉱床のボーキサイトと風化殻との関係」，No，2，P，33～

49，図12，表6，文献3

　BHxKpeB　B。B．，CTenaHoB　H．H．：「重力異常と地形高度との相関性の研究法」，No、10，P．71

～81，図2，表4，文献15

　BHHbKoBe照H負月．A．，na聞oB　B．A．；r中部カザフ地方アルトウアイト花闇岩山塊の爆裂

角礫」，No。7，p。113～118，図2，文献11

　BHpoB朋11cK噛L瓢．，CMHpRoBΦ．刀．，ApceHbeB　A．A，；「可採燐灰石鉱床の成因別形式」，

No．9，P，120～126，表1，文献20

　BoPoHoB　A・H・，BH田朋KoBa　F．H．：rロシア卓状地地下流動体中における窒素分布の規則

性」，No．2，P．50～59，図5，表2，文献12

　FaBHπoBa3。C。，rpHropbeBa　A，π．，KoHcTaHTHHoBcK雌A．A．：「南ベルホヤーニエ地方ユ

ドマ川・マイ川盆地石炭紀・ペルム紀層の層序」，No。8，P．106～112，図1，文献2

　Feo双eK朋A．A．：「海洋の地球化学的研究」，No，2，P。3～7

　reo八eKHH　A．A．3「大陸棚の石油・天然ガス埋蔵性」，No。11，P。11～15

　Fe負MaH　B．赫。，KpaBHeHKo　K．H．，CTapo6HHe琴A。E。，TenπHuK曲B。A。：r新期被覆地

域基盤構造の研究法とその諸結果」，No，6，P．97～109，図4，文献18

　Fo汲6pa甑H．F．：「石油・天然ガス埋蔵性の展望と結びつけたボツオバ鞍状帯の発達史と現

世構造面」，No。7，p・80～89，図2，文献12

　Fo∬b八田M肱T　B．H．：「モホロビチツチ面組立て法に関する問題に寄せて」，No，8，P，131～

136，図4，表1，文献12

　FoP6aqeB　H．B．：「山岳河川の沖積層について」，No．2，P。106～112，図8，文献12

　FoP6a肥B　B．Φ．，Bac舶oB　F．n．＝「ウラル地方中生代風化殻の残留性および再沈殿性カオ

リン鉱床の予測と探査の地質学的基準」，No・10，p・96～107，表2，文献21

　FoP6yHoB　F．H．，＞KaMo加a　A．H．＝「ハンガリー地質調査所百年史と世界地質調査所デ…」，

No。1フp．145～148

　Fop6yHoB　F・H。，qepHb皿oB　H．瓢。，ByKoB田HH　B．B．：「ボロネージユ結贔片岩山塊地域

中の新ニツケル鉱床区」，No・4，p・90～109，図9，表1，文献12

　roPΦyHKe肪瓢．B．，C』eHaKoBa　F．H．：「地球物理学的データによるプリカスピ海盆地岩

塩層の初成層厚」，No・4，p・166～169，図2，文献8
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　FoΦ皿Te触H，几：「地表面の人為的変動について」，No，4，P。160～165，表1，文献18

FpaueBAこΦ．，Φe双opoBcKH孟B．C．：「rifts．avlacogenes，geosynclinaltroughの単一性につ

いて」，No．12，P，121～122，文献6

　FpeqK皿eB　C．E．，PaU瓢．B．：「地盤地質調査と調査研究法の経済効率について」，No，5，P。

153～158，表1，文献2

　FpHM筋Hc　A．A。：「第6回ヨーロツパ微古生物学シンポジウム」，No。5，P。173～175

　FyTKHH　E．C．，Bepe3HHUKaH　P．兄：「南ウラル山脈東斜面の上部三畳紀ボーキサイトとラ

テライト」，No、1，P、48～61，図3，表8，文献7

　双eM瓢oB　B．A．，KoHaeBHu　JI．H．：「フ。リカスピ海地方南東部卓状高原を構成する陸生層と

その時代」，No．2，P，103～106，図1，文献3

　双30聡H瓢3e　F。C。，3ap瓢3e　F，巫，，Py6HH田Te負H巫。瓢。＝「著作“摺曲系におけるマグマ

活動発達の規則性”に関する幾つかの意見」，No。2，P．143～144

　双06peB　T・B・・H工yKKH　K　・K・：rプリ黒海地方西部の深部断裂とその地球物理学的諸示徴」・

No、11，P，76～89，図5，文献41

　双06PyCKHHaH。A．：「中央アジアにおけるペルム紀と三畳紀の境界と関連あるマドィガ累

層の時代」，No．12，p・16～28，図3，表1，文献19

　双opo皿eHKo　H．H．，CHHa伽K雌C　A。，CTaBHHcK雌B．A．：「サルイジャス鉱床域における

錫鉱体の胚胎位置条件」，No・11，p・102～115，図7，文献3

　双po6Hoxo八H。H．，巫a瓢pHK　B，H．，皿a6aTHH　B．C．：「コンクスクーヤルイン盆地地下淡

水の生成作用について」，No。3，P。98～108，図8，表6，文献2

　双py皿瓢B．B．：「w．スミス生誕220年記念英国ジユラ紀国際シンポジウム」，No・7，P・140

～143
　双y6HHqKK∂．兄，nyTHHKeB　B。K．：rブレヤ山塊とハンカ山塊貫入生成体区分への磁気感

応度と密度値の利用」，No．10，P、122～131，図4，表3，文献10

　双nKoB　A．H．，HeBoπHH　H．B．，Φe双HHcK曲B．B．：「ソ連における応用地球物理学の基本

的諸間題」，No，4，p。41～53，文献48

　E班OB　K）．A．，B双OBHH　K：），H．：「地殻の垂直水力学的累帯構造に関する問題に寄せて」，No・

8，P。66～76，図2，文献39

　EpoΦeeB　B．Φ．：「地下の地熱活動度と炭化水素鉱層の配列」，No・11，P・142～147，図2，

文献10

　EpoΦeeB6．H．，Po撒KoB　H。C．：「ポーランド地質調査所50年史」，No・12，P・140～142

　EΦUMOB　H・A・，By餌r・K：rムゴジヤール地方先カンブリア紀深部岩苓の広域変成作用，

生成期，生成条件」，No．11，P。36～56，図1，表10，文献40

　》KHPHOB　A．頚．：「ブーツー一コピンスク錫鉱床域における鉱化作用の，累帯配列について」・

No．7，P。128～133，図1，文献15

　ソ連共産党中央委員会7月総会の農業経済分野に関する決議実現への地質調査事業の課題，

No．10ラp．3～8

　3aHKa－HoBaKK励B。C。，qeKyIloB　A。B。＝「東ヨーロツパ卓状地とバイカル階ガリシア摺曲

地域との接合部の基本的特徴」，No，12，p．3～15，図4，文献61

　3eM朋HoB　B．H．，〇五〇HoB　K⊃．巫．＝「探査示徴の情報の量的評価における確率算定式の利用」，

No，5，P・119～127，図4，表1，文献10

　30汀oTapeB　B．n，，CeMeoHoB　F．C。：　rソレアイトー玄武岩系岩石中におけるトリウム，ウ

ラン，カリウム分布の特徴」，No．12，P，29～40，図5，表5，文献14

　HBaHoB　A．A．：「エチオヒ。ア国マスリ加里塩鉱床」，No，7，P。118～123，図3，文献10

　14ro涯KHHa　H．C．，KHpHKoB　B．n．，KpHBcKa只丁．K：）。l　rロシア卓状地被覆堆積岩層形成の
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主要期」，No・11，p。16～35，図5，文献11

H阻yTHH　B。B。：r広域地球物理的研究データによるツラン台地南斜面の深部構造」，No．5，

p・146～150，図1，文献8

　Ka氷八aH　A。B。；「鉱化作用の変化とその量的表現法」，N・。7，P．45～58，図7，文献8

　Ka朋HKo瓢・K・：「H・A・Ky八pHueBの批判に答える」，No・2，P・147～149

　KaMHHcK雌Φ．B．；r火成岩成因問題解決へのトレンド法（trend　method）適用の試み」，No．

10，p・148～151，図1，表2，文献9

　KapaBaHoB　K・n」rプリアムール地方と沿海州の被圧地下水盆地」，No・1，p・102～119，図

2，表2，文献36

　K：ap6KBH四H茸H。H。：rカムチヤツカ半島の初生金鉱と砂金」，N・。7，P．59～70，図2，表1，

文献15

　KapTaBHH　B．A．：rモンゴル共和国東ゴビ地方山間盆地における地下水探査」，No，1，P．140

～144，図2，表l

　Ke八o　F．H；rロシア卓状地および同隣接地域第9回デボン紀花粉，胞子シンポジウム」，

No。6，P．146

　Ke，朋epB。〈へ．ラKy3HeqeBcKH負A．F．，HaπeU　JI．1〉L，ToKMaHeBaC．F．，1皿apanKoB　A．

n。；「南西プリバルハシ地方のリフェアンと下部カンブリアン」，No．8，P．121～124，図1，文

献8

　KHM　K）。H．；rツルガイ・カルスト性ボーキサイト地域」，No．8，P．13～24，図5，文献11

　KHpn蝕b　F・P・：rロシア卓状地のボーキサイト埋蔵性の評価とボーキサイト探査法に関す

るセミナー」，No。11，p。153～156

　KHce肥B　A．E．；「レナービリユイ石油・天然ガス鉱床区の水成凝灰岩と陸成凝灰岩」，No．3，

P・85～97，図5，表5，文献26

　KHceπeBA．Φ．，3epHoBA．H．；「A．A．Jle6e！夏eB－3HHoBbeBのモノグラフ‘‘イシム・アル

カリ岩山塊”について」，No．10，P。158～161，表1，文献4

　KKccHH　H．F．：r水理地質学的方法による地震予知に寄せて」，N・．3，P。118～120，文献7

　KH兄3eB　B．C．，皿HHn　O．A＝rツラン楯状地基盤のマグマ分化岩類」，No。5，P．69～82，図

2，表2，文献22

　Ko6ax瓢3e　JI．H．：r鉱物資源調査鉱量の意味について」，No．2，P．91～97，文献6

　KoB飢eB　A．A．：「來炭層中におけるウラン鉱化作用の多因性について」，No。10，P．59～70，

図2，表1，文献19

　KoBaHbKo　H・几，Xo八aHoBHq　H・H・：rロシア卓状地・ウラル地向斜接合帯の原生代層と

その石油・天然ガス埋蔵性」，No・9，p・65～76，図3，表1，文献10

　KoraH　B。双．，皿auIKoB四K．A。，Ha加Hc　JI．巫。，∂3双pHH赫。B．：「プリカスピ海盆地西

部の岩塩層下盤の堆積物」，N・・1，p・124～128，図2，文献11

　Ko凪eM只畷Ha　H．A，；rロスラブリ凹地と白ロシア陸背斜東翼のアイフェリアン期層」，No、

10，P。82～95，図5，文献11

　Ko刑aHoB　B．H．，Ky刀aKoB　B。B．，逼Kxa勘oB　K。兄。：「アフガニスタン西ヒンヅークシ地

方北部の白聖紀層」，N・．7，P。90～100，図2，文献18

　KoMap　B孤A、，CeMHxaToB瓢。A。，Cepe6P照oB　C。H。，BopoHoB　B．F．＝「ソ連北東区と

南東シベリアのリフェアンの層序と発達史に関する新データ」，No・3，p・37～53，図4，文献19

　KOEHOB　JI，H．：r中央アジアにおけるボーキサイト探査の地質学的前提」，N・・9，p・155～

160，表1，文献11

　KoHoHJI舶HieBA，A。，Ky八eJIHHB。H．，KyHHHB。H。，nJIoTlmKoBH．レL，PoroBcKa∬H．

B，，ΦepPoHcK噛B。14．；「IH：Dの計画による地下水研究の諸問題」，No．8，P，3～12，文献7
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KopUeH皿Te益HB。H，，KHpb只皿KH班B。ルL，ΦH」mH　A。C．，ΦoMHH　K）。双．，Bopo八KKH　B．

A．：「水溶性ガス鉱量の評価に寄せて」，No．11，P．116～127，図4，表3，文献11

KOTOBa　H・3．：rザバイカル地方ジユラ紀・下部白聖紀層生成期の花粉学的環境」，No・7，p・

19～30，表1，文献29

KpacHone班eBa　F。B・，巫aTymKKH　B・A．，田eBueHKo　B。H，：「カフカス山脈のステプノ

エーバクリアニ問の断面に沿らD　S　Sデータの新解釈」，No・8，p・ll3～120，図2，文献14

　Kpe甑eHKoB　F・H・，PacHonHH　B・A・，Φpo汲eHKoBa　A・只・：rパミール地方北部および中部

の中生代一新生代の層序に関する新データ」，No・7，p・71～79，文献18

　K四BoHoc　B．Φ．，BacHπbeBa瓢。H．：rモロド河盆地プリレニエ地区トラツプ岩質火山活動

の特徴」，No・3，p・113～116，図2，表1，文献7

　KpbIMyc　B．H，，CoKoハoBcK雌JL　F．，皿Ia6ep双bIeB　C。：rコペトーダーク地方中生層の水理

地球化学的特徴」，No．5，p、110～118，図1，表1，文献12

　Ky八e価cK励A・B・：rコペトーダーク地方の含沃度水」，No・5，P・158～164，図3，表2，

文献7
　Ky双pB聡B　H．A・：「瓢・K・Ka汲HHKo著“最新データにもとづく石油の無機成因”につい

て」，No．2，P．144～147，文献19

　KypuaBOB　A．瓢・；「中部カザブ地方トクラウスク盆地北部の造山火山作用の諸特徴」，No・

5，P・83～94，図3，文献19

　KyuIHaPeBH。H。；「B．H．CMHPHoB著“鉱床地質学”改訂」，No。5，p、165～167

　科学アカデミー正会員B．H．CMHpHoBの還暦に寄せて，No・1，P。120～122，写真1

　n．Φ．皿Be皿oBの還暦に寄せて，No．2，P。98～99，写真l

　H。H．只Ko瑚eB生誕100年に寄せて，No，9，P。117～119，写真1

　Jla3BKo　E・瓢．，KHPH脚K　B汀L，CHBoPoHoB　A・A・，鋤eHKo　F，漸・；rウクライナ楯状地南

西部先カンブリア紀コンプレツクスとその区分則」，No・6，p・28～43，文献29

　JlaxTHoHoB　N，0．，TapxoB　A．F．；「鉱床の地熱勾配の研究」，No。3，P．121～124，文献16

　刀e6e八eB－3HHoBbeB　A。A．：「A，Φ．KHceπeBとA．H。3epHoBの批判に答える」，No。10，

p，161～162，文献3

　JIKTBHHOB　A．只．；rオレネゴルスク含鉄珪岩鉱床母岩層中のスカルン化作用と角閃石化作

周」，No・5，p・55～68，図5，表3，文献14

　JIHxTΦ．P．，巫e凸HHKoB　H．F．，HHKHTHHa　A．n．：「沿海州南部における上部ペルム紀層

の層序と堆積作用の特徴」，No，2，P。100～103，図1，文献8

　刀yHeB　A．JL：r大コーカサス山脈メガ複背斜の構造相帯とその形成期について」，No。9，p．

86～95，図1，表2，文献13

　JIK）6闘KH　B，几，CHMoHoB　IO．H。，XoM四B、F．，しler涯oKoB　C．B。：rバレイ地溝の地質構

造の特徴」，No・5，p・31～45，図4，文献12

　丑沁60ΦeeB　B．H。，瓜b無oHoB　A。H．；rプレドヵフヵス地方酉部の先白垂紀雑色層系の層序

と構造地質的位置」，No・9，p・126～132，図1，表1，文献10

　巫eHHep　B．B。，〉KaMo加a　A、H。＝「国際地層対比計画」，No。6，P．143～146

　瓢H卿KH　F・A・；「鉱物資源とレーニン」，No・3，P・3～17

　巫HTK）HHH　K）．K．：r構造解析ダイヤグラム作製のための面・方向オリエンテーシヨン値の

統計的処理用ネツト」，No・3，P・129～130，図1，文献3

　巫Hxa勘oBA．E．：r地向斜の発達と摺曲」，N・。3，p。18～25，表1，文献9

　巫Hxa勘oB　A。C．，KpHHapH：r外因性可採沸石鉱床探査の展望」，No．4，P．120～130，図1，

表2，文献30

　湧yp3aeB　n，漸。；rプレドカルパート地方の硫黄鉱床と石灰岩のδC13との関係につv・て」，
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No・6，p・58～71，図4，文献44

　HaπHBKHHa9．B。，双b別KoBa　A』：r大陸玄武岩質層と地震学的境界の性質について」，

No・4，P．131～142，図5，表3，文献25

　HapKe刀⑩H　JLΦ．，ΦH朋H　A．巫．，Be3po双RbIx　K）。n．，Tpy6aueB　A．H．；「ポーランドの

含銅頁岩鉱床とソ連東部諸地方における銅鉱床との比較」，No。10，P。108～121，図4，文献38

　HeKpacoB　H、只．；r炭素塩質岩層中における錫鉱化作用の特徴について」，No。12，P，41～54，

図3，表8，文献19

　0HoxHHΦ．瓢．；rヒビン山塊の放射状断層とその鉱床探査上の意義」，No・6，P．129～135，

図3，文献7

　naB∬eHKo　B．C．，nonoBa　B．A．；rパミール東部地方ジヤラン山塊アルカリ花闘岩中の鉱物

相」，No．8，P．25～49，図13，表5，文献7

　naBπoB　A。H．；rヘリウムーアルゴン法による地下水の絶対年代測定について」，No．iO，P．

140～148，表2，文献12

　HaBmB　B・A・，只皿yxnH　O。H。；r中部カザフ地方コクテンコール花嵩岩質山塊のカリ長石

化作用とグライゼン化作用について」，No♪9，p．34～49，図6，表3，文献12

　「BorisAleksandrovichAndryeevの思V・出」，No．6，P。151～152

　「Vlad五mir　Vladimirovich　Mokrinskiiの思V・出」，No・7，P・145～146

　「MuzaViktorovna　Semeno鴨の、思い出」，No。10，P．163

　「GeorgiHvanovichTeodorovichの、思い出」，No。12，P，145～146

　「Dmitrii　Stepanovich　Kh＆rkevichの思い出」，No．12，P．147～148

　「Irina　Mitro飯novna　Pokrovskayaの思い出」，No，12，P．149～150

　HacoBaΦ。F。，Cn叩HH　C，JL：rシベリア卓状地の中生代一新生代ボーキサイト胚胎層と

風化殻」，N・・7，p・3～18，図5，表4，文献ll

　neTpoBcK噛A．几：「ソ連におけるノバキユライト資源の問題について」，No．1，P。62～73，

図5，文献18

　m班HeKeP　E，B、：r地下水の起源に関する貴重な成果」，N・・11，p・157～158

　単行書r摺曲区におけるマグマ作用発展の規則性」に対するF．C．π30ueH瓢3eらの批判

についてrソ連地質学」誌編集部への手紙，No・3，p・145～146

　nOKaハOB　B，T。二r内因性モリブデン鉱床の構造とマグマ作用にもとづく分類案」，N・・1，P・

74～87，図3，表2，文献3

　nonoB　B．K。；拙著r地質層系の分類と記載の試み」に対するF．Φ．Kpa凪eHHHRHKoBの批

判に答える，No。1，p。153～158

　nonoB　B，H．＝「アゾフ盆地アプシェロン階堆積層」，No．8，P。124～127，文献12

　HPoKonqyK　B．H・，110PraHoB　F．Φ．：r河成砂鉱床中のダイヤモンド品位と漂砂層の厚さと

の関係」，No。9，p．96～106，図1，表4，文献9

　PaBHq瓢。F，，rpHKypoB　r，∂．；「南極大陸の構造地質の特徴」，No．1，p．12～27，図1，文

献37

　Pa双KeBHu　E．A．；rバンコツクにおける第2回錫学術会議」，N・。9，P．164～166

　PaxMaHoB　B．n．，XaPπoBa　E．瓢．：rソ連東部諸地方におけるマンガン鉱予測図作製作業」，

No。10ラP。156～157

　PoroBcK服H．B．：「1968年lI月1日現在のユネスコによる水理地質図の概要と分析」，No．1，

p。148～152

　Poro3雌H．C。；「地質作用の相対的進行速度の規則性と地iヒりの発生一発達におけるその

役割」，N・・5，p・137～139，図l

　Po双KoHoBa　K：。Φ．，巫aKcKMoB　C．n．；r含油・ガス層識別の基準」，No．11，P．3～10，表2，
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文献32

　Po〉KKoB　H．C．；rレーニンと有色冶金工業原料基地・金鉱業の発展」，N・。1，p．3～11

　Po3eH　O．M．：r堆積源結晶片岩分析値の堆積岩成分換算」，No。7，P。31～44，表6，文献40

　PocToB聡B　K．0，，HHKaHopoBa　JL　A。：r大カフカス山脈・プレドカフカス地方の初期・中

期ジユラ紀における層序と構造地質発達の特徴」，No・5，p・3～19，図2，文献35

　PyUKHH　F．B．，皿e磁R　K）。H，：rブリヤーバ硫化鉄鉱鉱床の成因に関する間題に寄せて」，

No。6，P。147～150，文献13

　PH6HHKHH　JI．A．，3HaMeHcKH丘B。B。，BocKpeceHcKH負K）．H．：rソ連および外国における

RN　P地震探査法の利用について」，No・11，p・128～133，図2

　P∬ry30B　H。T。，H．IaHoBa船Ba　r。H．：rクリボイログ地方北部の層序と鉱床賦存性に関す

る新データ」，No。9，P。147～155，図3，文献13

　CaKceeB　r。T．，巫oMqyp　F。n．；「炭酸塩構成炭素の同位体分析データによるプレドカルパ

ート地方チラス累層層序の問題」，No。5，P。140～142，図3，文献7

　Ca船H　JI。H，，巫yPHHa　r．A。；「ベルヂャウシユ・ラパキビ深成岩の絶対年代と下部リフェ

アン期の地質年代境界の問題」，No，6，P．15～27，図5，表1，文献25

　CaπoH　JI．H．＝「先カンブリア紀地質層系進化に関する問題に寄せて」，No。8，p．151～156，

文献16

　CaMo3BaHueB3。巫。，瓢HHu巫．B．；r陸上火山地域の火山噴出物の地質図作成原理」，No・6，

p・110～117，図1，表1，文献5

　CaHapoB　C。B。：r堆積性卓状被覆岩層の構造形成間題に関連づけたボルガ・クイブイシェフ

地方結晶片岩質基盤の構造」，No．8，P。127～131，図3，文献3

　CaPKKCOB　K），巫，；rバルチック陸向斜堆積性卓状被覆層とそのロシア楯状地北西側隣接地

域の構造」，No・7，p・133～139，図3，文献11

　CaxH6rapeeB　P．C。：「西シベリア低地中央部ジユラ紀層・白要紀層の後生変質」，No．5，P。

143～146，図2，文献16

　A，A．HBaHoBの70才を祝ろ，No。10，P．152～153

　A．n。巫apKoBcKH益の70才を祝う，No・10，P・154～155

　CeHHoBa　B。Φ。＝「チマンーペチヨラ区サルガエフスキー層の花粉一胞子」，No。5，P．150～

153，図l

　C瓢opeHKo　A．B。：「ソ連鉱物原料基地の建設一レーニンの理想の実現」，No，4，P。3～12

　C瓢opoB　A。A，，BepMaH　K）。C．，H説60po雌H　B、H，＝「ソ連北東区におけるサブボルカニ

ツク金銀鉱化作用の生成期問題に寄せて」，No・8，p．77～85，表3，文献10

　C騒八別eHKoA．H．，CypMH涯oBa　E，H．，myπbmHaB，C．，KaHi　A．F。，HeMux　r。A。，H班．

Ko五aeB　K）。T。，CaBocHHa　A。K．，mlapKoBcK曲巫．B．；「プリコルィマ隆起区デボン紀層の

層序」，No。12，P．83～94，図1，表1，文献17

　CKy6πoB　r・T・，OpJIoP　H．B．，AB双eeB　A．B，，He6只，H。，Cy皿IKoB　B、A。，TK》ra負0．瓢．，

Uy6HH　B。∂，；r中部カザフ地方アガドィル鉱床域における広域地球化学図作製の試み」，No。

2，p。80～90，図3，文献12

　CMHPHOB　C・H・：r岩塩堆積盆地の地下水中における物質の分子一分散的移動作用とその水

理地球化学的意味」，No・4，p。143～149，図1，表3，文献6

　CMHpHoB　C。H．；r堆積盆地の水理地球化学的構造と地下水の広域力学」，No，12，p。69～82，

図6，表1，文献14

　Co働eB　H。几，yxaHoB　A．B．，CMHpHoBa　T．A．，A朋eBa　O．3．3「クロム鉄鉱埋蔵性と関

連づけた超塩基性岩の比較地球化学的研究」，No。1，p。88～101，表7，文献23

　CoKo五〇BcKK茸JI，F．，Ce期eUKH益B．14．：r中央アジア南部地方の高かん水の地球化学的特
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徴と起源」，No．7，P。101～112，図2，表3，文献5

　Coπ五〇ry6B。B。，qeKyHoB　A．B，，naMeHKoBa　H。H．；rウクライナ地方とその隣接地域

の風化殻の構造と進化」，N・・5，p，20～30，図1，文献42

　CTO朋pOB　K）・瓢・；r中部ウラル地方レビハ硫化鉄鉱鉱床における鉱体の構造と鉱化生成順
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