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　　　　　　　　　　　　新着資料の紹介

　　　　　　　　　　　　　　　　資料室
　1）　ソ連科学アカデミー・ウラル支部編（1969，1971）；「瓢arMaT四ecKHeΦopM飢HK，単eTaMop・

ΦK3M，MeTa朋oreHH∬ypa涯a（ウラルのマグマ岩系，変成作用，鉱床分布）」，ズベルドマ7スク，第2

・3・4・5巻・27、×18cm（露文），

　これは，ズベルドロフスクで1969年冬行なわれた第2回ウラル岩石学総会での報告と総括奪5巻の詳

細な出版物として発表したものである．

　　　　　　　　　　　　　　　　第2巻目次
　几C．皿Te伽6epr，JI．几ByπbIKHHンA．A．EΦKMoB，H。A．納a朋xoBンB。r。ΦoMHHblx：ウラル

地方超塩基性岩岩石学の諸問題，p．5～17，文献57．

　JL双・By涯bIKHHニウラル地方のかんらん岩岩系の地質学的特徴・p・18～29・図1・卒献40・

　H．A，瓢飢axoB：ウラル地方の超塩基性岩の平均組成，p．30～34，表3，文献14．

　C．H，HBaHoB；地向斜性超塩基性岩の起源間題に寄せて，p・35～38，文献10．

　T．r．Tpec闘TcK朋，M．A。Ep田oBa；デクチャール硫化鉄鉱鉱床域における蛇紋岩の起源の問題に

よせて，p・39～47，図8，表2ン文献2，

　A．B，K汀oqHxHH，A．B。By四ueHKo：南ウラルのクラカ超塩基性山塊，p・48～55，表6．

　H。n、CTapKoB：ビシェルーサラノフ帯の超塩基性岩，P，56～73，図4，表7，文献28．

　H．A、瓢a朋xoB，JI．B。瓢aπaxoBa；ニジュネータギール山塊の超塩基性岩とその側岩の組成と起源に

ついて，P．74～82，図3，表1，文献8．

　B．r．ΦoMHHblx：ウラル地方含白金帯の単斜輝石岩の鉱物学および地球化学，P。83～92，図9，表

3，文献15．

　T。A。CM猛pHoBa＝ケンピルサイ・プルトンの超塩基性岩に関する新データ，P・93～101，図3，表

6，文献20．

　H・H・∂八eπbUITe負H＝南ウラル地方の超塩基性貫入体の岩石化学的特徴と鉱床形成上の諸特徴，P・

102～104文献5．

　B．A．皿IKyponaT：南ウラル地方ジェトイガラー区の超塩基性岩の岩石学的および岩石化学的特徴，

p。105～108，図3，表1，文献6．

　H．H．9八e品田Te負H，K）．只。瓢Hxa勘oB，JI．A．FeHnHa：南ウラル地方における含ニッケル黄鉄鉱の

生成条件，p・109～111，図1，表1，文献4．

　A。r．BaKHpoB：ウラル地方超塩基性岩類のクロム鉄鉱胚胎性の問題によせて，P．112～115，図1，

文献6．

　H．A．Ma諏axOB：クロム鉄鉱胚胎性の窺準としてのウラル地方超塩基性岩類中でのクロム分布の性質，

P・116～120，表4，文献4．

　A。E，mamxoB，T。A．HypKHHa，B．A．TeπemH：北ウラル地方超塩基性山塊のクロム鉄鉱胚胎性

について，P・121～127，図L表3，文献5．

　r。F。KpaBqeHKo：ケンピルサイ超塩基性山塊のクロム鉄鉱鉱床生成体の構造的諸特徴，P・128～

133，図2．

　A．A．CaBe肪eB，r，H．CaBe恥eBa＝ボイカルースイニヤ山塊超塩基性岩の岩石学とクロム鉄鉱胚胎性，

P。134～138，図1，文献3．

　C．B．瓢OCKa肥Ba＝北ウラル地方サラチム帯の超塩基性岩の構造地質的位置と生成期につv・て，p・

139～152，図9，文献29，

　瓢．E．Ky五HA凪aH珊，B。E。B八oB朋a＝南ウラル山脈東斜面における超塩基性山塊のブルクターリ・
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グループ，P．153～157，図1．

几C．HITe伽6epr，H。A。巫amxoB，JL　II．ByπHKKH，H。C．qa皿yxHH：ウラル地方超塩基性岩の

蛇紋岩化作用の研究の総括，p・158～167，文献54，

B．P．ApTeMoB，B．H。Ky3He皿oBa：蛇紋石鉱物学に関する近代的概念に照した蛇紋岩化作用の問題，

P，168～176，文献31．

14．m．Jla田HeB：キエンバイ山塊の主な蛇紋岩化作用タイプにみられる蛇紋石質鉱物の電子顕微鏡的

・微回折的研究，p・177～196，図13，表4，文献12．

　H．11．Co60鴻B：アラパエフスク超塩基性山塊の形成作用と蛇紋岩化作用の特徴，P・197～203，図

4，文献6．

　r。H。Cy耶πOBCKK負：蛇紋岩化作用による超塩基性岩の化学的性質の変化と諸規則性・P・204～

211，図5，表4，文献9．

　JL几ByπHKKK：蛇紋岩化作用時における酸化鉄の挙動についての新データ，p．212～216，図2，

表1．

　C．B．赫ocK飢eBa：超塩基性岩の物理的性質に対する2次変質作用の影響，p・217～221，文献14．

　H．Φ．TaBPHH，H，C．qa皿yXHH：南ウラル地方超塩基性山塊の内部構造図化への磁気測定法利用の

可能性フP．222～227，図4，文献7．

　T．A．CMHpHoBa，H．Φ．PoMaHoBHq：南ウラル地方花闇岩一片麻岩コンプレックスに胚胎された超

塩基性岩の変成，P。228～234，図4，表1，文献11．

　B．只．巫epeHKoB，A．只．XMapa；スイセルチーイリメノゴルスク結晶岩コンプレックスの超塩基性岩

の変成の特徴とその直閃石アスペスト鉱化作用との関係，P．235～241，表1，文献24．

　K．K．30汲oeB：含石綿超塩基性岩の物質組成の特徴，p・242～253，図7，表1，文献14。

　A．只，XMapa，3．H．XMapa：スイセルチ区の含石綿超塩基性岩の岩石化学，P・254～260，表6・文

献14．

　H．Φ．PoMaHoBHu＝ウラル地方滑石鉱床の成因的分類上の新種，p・261～266，図2，文献16・

　0．r．KOHOBa涯OBa＝クズネツキー一アラタウ地方の環状火山・深成構造およびそれと関係あるウラル

地方の類似生成体と比較した超塩基性マグマ作用の新しいタイプについて，P・267～274，表1，文献

9．

　討論：P。275～289，図1．

　第2回ウラル岩石学総会超塩基性岩分科会決議，p・290～29L

　　　　　　　　　　　　　　　第3巻目次
五．C．mTe触6epr；ウラル地方の玄武岩質マグマ作用，P・5～14，文献9。

C．H．HBaKOB；優地向斜の主要な火山岩一深成岩共存関係の起源とその鉱床生成との関係について，

p．15～29，文献56．

A．n．Jle6e八eB：地殻中での塩基性マグマ作用進行形態の分類につV・て，P・30～35。

　B．H．JIe6e八HHCK噛：クリミヤ山岳地方とドネツ盆地の火山源層の構造と成因の諸特徴，P・36～

42，文献13．

　B．T．Φpo涯OB：火山源一堆積岩の岩石学的分類と成因的分類の組み立て原則にっいて，P・43～48・表

1，文献10．

　双。C．皿Te茸H6epr：噴出岩の化学的分類について，P・49～54，図2，文献3．

　JI．B．OBqHHEHKoBa，A，A．KHp四eHKo，JLB．Fo五y6eBa：ウラル地方の噴出岩の岩石学的分類に

っV・て，p。55～65，図1，表1，文献10．

　0．A．HecTo冊oBa：南ウラル地方古生代中部火山源生成体の地質年代対比，p・66～76，文献28．

　F．Φ．qepB∬KoBcK雌；ウラル地方火山生成体の相解析と古火山の復元，P・77～87，文献34・

　A．A．A6八yπKH：西ムゴジャール地区中期古生代の噴出岩系と鉱床分布上の諸特徴，p・88～93，文
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献7．

　B。B。CaMo：南ウラル山脈南部の東斜面の下一中部デボン’紀火山源層系，P。94～99，図1，表2，

文献13．

　T・H・ΦPomBa；マグニトゴルスク大型複向斜火山源層系の量的特徴とその成因的諸問題，p・100～

111，図2，表4，文献11．

　B・A・KopOTeeB：クルカク区に例をとった南ウラル山脈イレンドイク火山作用帯の火山性生成体，

P・112～124，図4，表3，文献25．

　A．H，Hace八KHH，F．H．CTapKeB：ガイスク区北部の火山源層の構成にっいて，P・125～133，図2，

文献2。

　H・n・CTaPKOB＝北ウラル山脈西斜面のマグマ作用，玄武岩質岩系の岩石の岩石学的および地球化学

的特徴，p・134～143，図3，表2，文献12．

　B。C，Bo脳apeB：西シペリア低地の初期中生代トラップ岩質マグマ作用およびウラル山脈・クズネ

ツ盆地・ツングス陸向斜各トラップ岩とその比較，p・144～155，図2，表3，文献24．

　　K　．C．KapeTHH：中ウラル地方北部のシルル紀火山作用，P・156～164，図1，表1，文献4．

　几H・KH冊eBa，H．B．E由aHoBa；北ウラル地方イブデリ区アイフェリアン火山源層系，P・165～

175，図5，表2．

　T，B。双H顕oBa：東ウラル沈降部中部の古生代火山作用の特徴，P。176～180．

　H．A。HeTPOBa：極ウラル地方西斜面の先オルドビス紀々グマ岩系の岩石学と鉱床生成作用の特徴，

p。181～188，図3，文献4．

　E．双．CeMeHoBa，瓢．H，Pa甑oBa＝ウラル地方の岩石化学図，P，189～193．

　B，C。HlapΦMaH：マグニトゴルスク大型複向斜西翼南部の中期古生代火山源コンプレツクスの岩石

化学的特徴，P・194～201，図2，文献6．

　H。B．Ap撒aBHTHH：南ウラル地方ブリバイ区のマグマ岩系の岩石化学的特徴，P・202～210，図1，

表3。

　A．几皿Te触6epr：南ウラル地方アレクサンドラ区の中部デボン紀マグマ岩系，P・211～218，図2，

表2。

　A・B・FOBOPOBa：マグニトゴルスク鉱床田の上部デボン紀および下部石炭紀の塩基性噴出岩の比較

岩石学的・岩石化学的特徴，P．219～229，図10，文献10．

　B．H。AB八oHHK，∂．Φ．EM朋H：北ウラル地方緑色岩帯産含破璃噴出岩類，P・230～234，図1，表

2，文献5．

　P。A。KpuπoB：中ザウラル地方のcenotype流紋岩の岩石学，P。235～241，表2．

　几丁。KapeTHHa＝中ウラル地方北部の緑色岩帯のスピライトーケラトファイア岩系酸性噴出岩類，P・

242～253，表4，文献7．

　T．H．Φpo∬oBa，E。B．OcTpoBcKaH；南ウラル山脈東斜面でのアルカリ火山源岩類の発見にっV・て，

P．254～257，図2，表1，文献5．

　H．C。JIHCOB，H，Φ．KOPOBHH：クラスノツリンスク区・セロボ区・ノーボリャリンスク区の貫入岩

の生成期と生成順序，p・258～263，図1，文献6．

　JI。n。EΦHMoBa，JI。H。JI肌oBa：北ウラル地方ニオルス河盆地の輝緑岩とはんれV・岩一輝緑岩の貫入

岩，p・264～268，図2，表2，文献3，

　K）。B．田ypy60P：中ウラル山脈西斜面のパシー区の脈状火成岩，P・269～274，表1，文献5．

　CepaBKHH，几H・C訓照oB＝マグニトゴルスク大複向斜西翼のサブボルカニック岩，p・275～282，

図3，表1，文献4．

　r．Φ。qepB∬KoBcKH負；ウラル地方火山成帯の地質図化上の主要問題，p・283～287，文献7．

　C，r。Fpe田Hep：ウラル地方の主要火山成帯中のイグニンブライト，p・288～300，図11，表1，文献

17．
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　K）．C．KapeTHH：中ウラル地方北部のシルル紀におけるガルカ・カルデラの浮石凝灰岩とイグニン

ブライト，p．301～307，図8，文献7．

　B．r．Ko陣HeBcK雌：ムゴジヤール地区西部の枕状熔岩，P・308～318，図12，表2・文献5・

　H．B．CeMeOHB；中ウラル地方安山岩一玄武岩コンプレックスのボルカナイトとサブボルカナイトの

差の岩石化学的規準にっV・て，p・319～328，図2，表5，文献13．

　巫．B．Bopo双aeBcKaH，A．H．皿IM瓢丁：南ウラル地方にみられる硫化鉄鉱鉱床の生成条件・P・329～

339，文献25．

　C．H．14BaHoB，B．荊。HereyxHH：火山性母岩層の広域緑色岩変成作用と硫化鉄鉱鉱化作用の関係に

っV・て，p。340～344，文献30．

　r．M．BπacoB：ウラル地方の硫化鉄鉱鉱床生成作用解明への酸性熱水生成物の意義，P・345～349，

文献18．

　A．H．㎜M瓢丁：南ウラル地方ウチャラ鉱床生成域とクロサン鉱床生成域にみられる玄武岩質マグマ

作用過程・緑色岩質変成作用過程と硫化鉄鉱鉱化作用との関係，p。350～357，図3，文献23，

　r．Φ．只KoB五eB，T．只．roHHapoBa；南ウラル地方のサブボルカニック生成体と含銅硫化鉄鉱鉱体，

P．358～366，文献24．

　B．H．Bopo6beB，H。14．EpeMKH＝南ウラル地方テレン’サイ鉱床生成域にみられるマグマ分化コンプ

レックスと硫化鉄鉱鉱化作用・多金属鉱化作用との関係，p・367～375，図1，文献5．

　r．B．Bo〉KKo，B．H．HoTaneHKo；東ウラル隆起帯におけるアイドイルラ硫化鉄鉱鉱床付近の地質の

特徴，p．376～380，図3，文献6．

　n・兄只po田：ウラル地方硫化鉄鉱鉱石の変成・p・381～390，図6，文献25・

　C。A．PoKaqeB＝ウチヤラ含銅硫化鉄鉱鉱床における鉱石砕礫の由来，P．391～397，図4，文献12・

　E。B。HpaxoBa：ウラル地方の硫化鉄鉱鉱石中の黄鉄鉱集合生成史によせて・P・398～403・図4・

文献14．

　B．C．〈脇cHHKoB，0．B．KapnoB8：南ウラル地方クシンスクーコペニ貫入岩にみられる含チタン鉄鉱

鉱床生成作用の規則性と地質構造，p・404～409，文献7．

　質疑と討論，p．410～425．

　　　　　　　　　　　　　　第4巻目次（1971年）

　H．且．Co60涯eB：貫入花陶岩質マグマ作用総観，P。5～8．

B．K．JlbBoB，瓢，H，KeTpHc，H．H．neTpoBa：ウラル地方後期古生代花醐岩類コンプレックス，P・

9～20，図2，表3，文献8．

r．B．Φep皿TaTep書南ウラル・中ウラル両地方の花崩岩の生成条件の指標としてのその組成と構造，

P。21～29，表4，文献23．

E．瓢．AHaHbeBa，B．B。双opoΦeeB，r．A。Ke加bMaH，E．B．FopoHoB四：ウラル地方花崩岩類コン

プレックスの地球物理学的特徴，P、30～44，表3．

0．B．BeπmBnH：中ウラル地方の花嵩岩の研究への重力測定法利用結果，p・45～53，図3，表1，

文献29．

　瓢．C．PaHonopT，n．B．noKpoBcK雌，3．H．KoMapoBa，C，B。ABToHeeB：シロボーコーネフスク花

嵩岩類山塊群の地質構造，マグマ作用，鉱床分布に関する新データ，p。54～71，図4，表1，文献3。

　巫』C。Pa∬onopT＝シロボーコーネフスク区の斜長花崩岩の特徴にっいて，p・72～75，表1，文献5．

　3．H．KoMapoBa：シロボーコーネフスク山塊群の後古生代花闘岩類，p・76～108，図3，表8，文献

18．

　B。A．qa皿yxKHa：シロボーコーネフスク山塊群の花闇岩類の副成鉱物，p・109～113，表1，文献6．

　A。H．皿epcT沁K，B。F・ΦoMHHblx＝ムルザーアドウイスク貫入体花崩岩類中の鉄属元素の分布，p・

114～130，図5，表3，文献2．
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m・B・ApHH皿Te尊H・A・H・JI翼cKUHH＝ムノレザーアドウイスク貫入体東部の交代変質花闘岩の諸特徴・

p．131～137，図1，文献3．

H．H．ByUI朋KOB：ベルフーイセツク複背斜およびサルダーペトロカメンスク複背斜の花闇岩類の鉱物

学的一地球化学的特徴，p・138～147，図4，表7，文献14．

P．C。Kypy鵬HKo：中ウラル地方シャルタシュ山塊の花嵩岩類の駒質性の量的評価，p・148～152，

図1，表1．

B。M』HoBcK雌＝プラストフスキー山塊の斜長石質花謁岩類，p・153～162，図3，表1，文献10．

　H．H．Bopo八aeBCK雌ほか8名二成因と評価の簡題と関連あるコチュカル鉱床田の岩脈といわゆる

「Tabashka」に関する新データ，p・163～170，表2．

　A．C。丁飢aH双eB3ウラル地方花嵐岩ペグマタイト中の曹長石帯と白雲母帯，p・171～180，図3，表

2，文献17．

　A．C．Ta肥HUeB：南ウラル地方コチュカル花嶺岩貫入体のペグマタイト中の累帯構造，P．181～

187，図2．

A．Φ。Ko∬THeB，A，JI．3e伽epMaxep3南ウラル地方バシュキロボドり花崩岩類山塊の地質上の位置

と生成条件，p・188～191，図1，表1，文献2．

A・H・Fpa6e》KeB，A・Φ・KoHT月eB，A・JI・3e敢repMaxep，B・A・qamiyxHHa，C。r。hepB只KoBcKH敢・；

南ウラル地方バシュキロボドリ錫鉱床の岩石の交代作用，p・192～198，図2，表3，文献10．

n。B．noKpoBcKH負，A。H．rpa6e氷eB＝ボエボービクチミロフスク鉱床田の岩石中の割れ目周縁の交

代作用現象，p・199～217，図7，表21，文献3．

H。H。丁器OMHPOBa：スイセルックーイルメノゴルスク大複背斜南部およびマグニトゴルスク大複向

斜北部の花闘岩類山塊の成因について，p・218～225，図1，文献12．

　C。n．EpeMeeB，A．H．Fpa6e撒eB，B．r。BHropoBa：カツバフスキー山塊花闇岩類の鉱物学的一地球

化学的特徴，P．226～～231，図1，表3．～

B．B。noTanbeB3多相花闘岩体の生成作用の問題について，p・232～238．

　巫．瓢。nOBHπ説THC＝モリブデン・タングステン鉱床発達地域に分布する花南岩体の周期的累帯構

造の特徴，P・239～247，図4，表2，文献15．

A。A，KpaOHo6aeB，H．C．Cロm皿HoBa＝ウラル地方花商岩類の成因問題とジルコン，P。248～258，

図5，文献10．

　瓢。H。3砥yMKHa，K。瓢．CHpoTHH：オルスクーザウラル地方における花闘岩類の対比鉱物としての

ジルコン，p・259～263，図1，文献10。

A・A・KpacHo6aeB，荊。B．Tp班HoBa：ウラル地方花闇岩類産ジルコン中のハフニウム，P．264～

268，図2，表3．

K）．E，瓢oπ八aBa瓢eB＝極ウラル地方ハルベイ複背斜の花闘岩類の岩石学的特徴，p．269～274，文

献4．

　風B。ΦH皿MaH，B。A．Fo砿HH，B．n．五aBHπoB，E．n．Ka朋HHH＝亜極ウラル地方花南岩類の岩石化学，

p．275～287，図5，表2，文献12．

　B・r・BHropoBa：亜極ウラル地方花闇岩類の鉱物学的一地球化学的特徴にっいて，P。288～294，表2，

文献3．

　温。B．ΦHmMaH，H。n．K）皿KMH，B．A．Fo涯耶H3亜極ウラル地方花崩岩類の副成鉱物，P・295～

305，図2，表3．

　C・C。LHiep働H，A。Φ。KoHT肥B，B．n．qe甜oKoB：亜極ウラル地方マニーハンボ花闇岩の組成，そ

の生成条件，生成史，p・306～317，図3，表5，文献3．

　H・H・CTapKoB：北ウラル地方中部の花嵩岩類の岩石学によせて，P．318～326，図2，表3，文献

12．

　A・A・A汀eKceeB：バシュキルーウラル地方ウラルータウ帯花闇岩の岩石学的および岩石化学的特徴，
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P・327～330，表2，文献4．

　H・B・瓢飢B⊃THR，E．n。CMHpHoB＝中ザウラル地方後古生代花商岩類，P．331～342，表6．

B・C・norope五〇B．：北ザウラル地方の花闘岩類，P．343～352，図1，表6，文献3．

　E。A。瓢a3nHa，A。H，P誼x五HH＝ッルガィ凹地西部の石炭紀花闘岩類生成体の比較特性，P．353～

366，図4，表2，文献20．

0．K．KceHoΦoHToB，A．H。H聞eB：ツルガイ凹地プリウラル地域の花闘岩質マグマ分化コンプレッ

クスとその鉱床胚胎性，p，367～372，表2，文献3．

　H・B．CBH轍HH，B．只．JIeB照；ウラル地方のアルカリマグマ作用，P．375～389，図1，文献68．

　B．瓢。PoHeHcoHンB。兄JIeBHH，A．F．Ba以eHoB，JLB。JIK｝6猛MoBa；イルメン山とビシュネボ山の

アルカリ貫入岩体，p・390～399，図3，表1，文献5．

　B．赫．PoHeHcoH：ビシュネボ山のミアスカイト生成条件について，P．400～408，図2，表3，文

献22．

　B』・JIeBHH，H・A・JleBHHa：イルメン山アルカリ山塊南部の岩石変種の由来一接触反応過程，p・409

～413，図1，文献5．

　K）・双汀laHKOB：イルメノゴルスク・ミアスカイト山塊とチャシュコボ花闘岩山塊の比較特性，p・414

～420，図1，表2，文献7．

　H．B．CBH以HH，H。B。》KH五HH，B．H，HeTpoB，F．Φ．Ce五HBepcToB；ウラル山脈西斜面ニャゼペト

ロフスク区のアルカリ岩類，p・421～429，図1，表2，文献2．

　0．K．KceHoΦoHToB；ツルガイ凹地のアルカリ貫入岩類，P。430～434，図5，表1．

　K．A。A6双paxMaHoB，A．T．BeK60TaeB；ムゴジャール地方アルヵリ花闘岩類岩系，P・435～440．

　　　　　　　　　　　　　　　　第5巻目次
　F。A．Ke加bMaH：ウラル地方片麻岩一混成岩コンプレックスの地質学的特徴，P．7～11，文献互2．

　A。B．mHみoBcK曲，P。B。FeT五HHr，B．H．ΦoHapeB，F．P。Po田KoBaH；ムゴジャール地方先カンブ

リア紀変成累層の岩石化学と岩石学，P．12～24，図7，表7，文献9．

　K：）．1（：）。∂PBHe：極ウラル地方北部の広域変成作用の諸特徴，P．25～30，図2，文献4，

　F・A・my皿KoBa＝マリーンスキー片麻岩コンプレックスの岩石学的研究によせて，P。31～34，図

1，文献9．

　E・「L瓢eπbHHKoB，H．H．巫eπbHHKoBa；ウファレイ複背斜南東部の地質，変成作用，雲母胚胎性に

関する新データ，p。35～38，図1，文献2．

　B・A。rpaqeB，F．A．Ke伽bMaH，P．A．KpbMoB；サルダ片麻岩コン’プレックスの地質学的概観，P．

39～44，図1，文献4．

　H』．ΦoMHHblx，H，H，BaraHoBa：サルダ片麻岩コンプレックス東部の岩石学的研究によせて，P。

45～52，図1，表3，文献7．

　JL　JI・nePqyK，「．「．双oMHHHKoBcKK茸：イルメン山の角閃岩・結晶片岩・混成岩の鉱物共生関係の

規則性，p。53～61，図5，表5，文献7．

　A・r，Ba猛eHoB，F．F．双oMHHHKoBcKH敢，A．C．KpacHHa；イルメン山変成岩の起源の二義的指標と

しての微量元素，P。62～67，図3，文献10．

　K：）．几naHKoB，B。Φ。Typ6加oB，T．H．Hapa【皿Ha；イルメノゴルスク変成岩コンプレックスの絶

対地質年代に関する問題に寄せて，p・68～76，図1，文献13．

　A。H。Ka3aK；南ウラル地方ウラルータウ複背斜岩層の変成累帯配列，P．77～81，図2，文献5．

　A。A，A汀eKceeB：南ウラル地方ウラルータウ山脈スバニャク・コンプレックスのシャガル系変成岩，

P．82～86，表2，文献8．

　H。A．14BaHoB，T．皿．Ko田KHHa，T．H。H．エep6aKoBaニスィセルック累層緑泥石化両雲母片岩産イル

メノヘマタイトとその古磁気的特徴，p・87～90，図3，文献8．
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　B。r、ΦoMHHblx，E。H。KπeB双oB3マユーロフカ鉱床のチタン磁鉄鉱の変成，P．91～97，図3，表4，

文献5．

　瓢瓢。JIe6e双eB＝カムチャッカ半島にみられる2型式の変成帯とその相関関係，p．98～104，図3，

表2．

　JI．爪．飢HHKHH，O．瓢。只KoB聡Ba＝含白金帯の角閃岩に関する新データ，p・107～118，図8，表4，

文献13．

　A・A・瓢apaKy皿eB，JL八・Kyp皿aKoBaこ緑色岩変成作用の鉱物相，P・121～132，図3，表1，文

献20．

　B．皿．HeqeyxKH，B．A、MapKc：南ウラル地方マグニトゴルスク複向斜西翼の岩石の変成作用，p．

133～136．

　B。n．JlomHOB：中ウラル地方の主要緑色岩帯における広域変成作用の葡萄石一パンペリー石相，p．

137～144，表2，文献30．

　B，B。Bo認THpoB：南ウラル地方ジューサ川中・上流の岩石の広域緑色岩変成作用，p，145～151，図2．

表2．

　B。A。npoKHH，A。A．3axapoBa，A，A．A涯eKceeB：ブリバイ銅鉱床生成域の火山源層の変成，p．152

～158，図1，表4，文献6．

　A．A．3ax＆poBa：南ウラル地方マカンーマンペトフスキー鉱床分布帯の火山源岩層の変成，P．159～

167，図1，表2，文献4．

　F。H，3apa負cK噛，B。瓢。He聡yxnH，B．14．CTapocTHH＝南ウラル地方ブリャーバ区火山源岩層の変

成作用の特徴，p・168～172，文献3．

　r・H・CTap聡Bこポレフスコイ鉱床分布域の岩石の変成，p・173～177，図1．

　m。H．HcMarK涯oB：南ウラル地方マイスク金一多金属鉱床の初成累帯配列，P．178～184，図1，表

3．

　H。H。CeMeHoBa，B。r．EpmoBa；中ウラル地方北部のバレントフスクおよびガルカ硫化鉄鉱鉱床に

おける側岩交代作用の特徴，p・185～190，図6，文献2．

　B．瓢。HereyxHH，B。A．mapKc，B．A．HpoKHH：古期火山作用発達地域における変成図組立て法に

っいて，p．191～196，表2，文献12．

　納。B．Bopo双aeBcKaπ，A。H，KpKB皿oB：大縮尺火山源生成体変成図組立て法にっいて，p・198～

210，図2，文献16．

　JI．rL　FypeBHq，B．赫．HeueyxHH：広域緑色岩変成生成体の鉱物学的特徴によせて，p・211～215，

図3，文献7．

　Φ．n．Byc凪eB：ジューゼリ鉱床・ガイスク鉱床にみるウラル地方硫化鉄鉱鉱床産絹雲母の変成，p・

216～2％，図7，表2，文献9．

　F．H．H田eH四Hbl伽南ウラル地方硫化鉄鉱鉱床の絹雲母の組成と性質にっいて，p・225～229，図

1，表1．

　K）．JI．KyBaeBcK雌，H。几KyBaeBcKa∬，EB・noHoB：バシュキリア地方ハイブラ区のSi－Na交

代作用生成体とその岩石学的特徴，P，230～238，文献7．

　F．A．瓢opo30B：南ウラル地方バイマクスク鉱床生成域におけるはんれい岩類の交代変質，p・239～

2射，図1．

　A．n。Ka3aK，B．JL　CoKo五〇B：オルスクーザウラル地方のグライゼン，P．245～249，図2．

　H．B・KyKπHH：後マグマ溶液による鉱物の多段階沈殿結果としての帯状交代岩，P．250～258，表4，

文献16．

　E．n．JleoHoBa；ツルガイ凹地アカルガ金鉱床における交代過程，P。259～265，表4，文献4．

　兄n。BaK刀aeB；鉱体規制断層中の岩石の変質について，P，266～269，図1，文献3．

　C．瓢，AKKepMa瓢eB，B．B．BoπTHpoB：南ウラル地方某水晶鉱床母岩の交代変質，P。270～275，図
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2，表2．

F．H．BepTy田KoB，K　．A。CoKo五〇B，B・H。只K皿HH：ウラル地方花闘岩類山塊周縁の不毛石英脈の

累帯分布，p・276～278，図1，表1，文献2．．

F．A．CKHKeB四，A。A．凪eKoみπHH；南ウラル地方の脈石英細粒化の特徴，P・280～283，図2，文

献5。

質疑と討論，p。284～294，表1．

2）　亘『。駐．腿o調疲藍oβ，K）．瀬。甑y阻縄poBc駄顯薩（197嘔）：「Haπeo30負cKK負MarMaTH3M　H》Ke涯e300P－

y八eHeHKe∬a　Cpe八H曲CH6HpH（中シベリア地方南部の古生代マグマ作用と鉄鉱鉱化作用）」，ナウカ

出版所，310P。，図56，表52，文献373，27×18cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
第1章アルタイーサヤン摺曲域中央部古生代マグマ分化岩コンプレックスのフォーメーション解析

　本来の地向斜層系群（早期地向斜層系群）

　　スヒ。ライトーケラトファイア岩系列　　はんれい岩一斜長花闇岩岩系列

　造山層系群（同時転位層群）

　後造山層系群

第2章　含鉄鉱はんれい岩質貫入体

　アンザス鉄鉱床群地域のマグマ分化岩コンプレックス

　　地域地質構造　　貫入生成体　　後マグマ過程の特徴と鉱化作用　　はんれい岩一曹長岩コンプ

　　レックスの成因と磁鉄鉱鉱床の間題

　バルイクサ帯のマグマ分化岩コンプレックス

　　地域地質構造　　貫入生成体　　後マグマ過程と鉱化作用　　はんれい岩一曹長岩コンプレシク

　　スと磁鉄鉱鉱床の成因上の特徴

　タヤートータブラート区（東サヤン地方）のマグマ分化岩コンプレックス

　　地域地質構造　　貫入生成体　　鉄鉱床の主な特徴　　貫入岩コンプレックスの成因の問題

　第3章　含鉄鉱花醐岩類貫入体

　オリホフカ系

　　はんれい岩・紫蘇輝石はんれい岩・閃緑岩コンプレックス　　シンダ花樹岩類プルトン　　その

　　他の花闘岩類山塊の特徴　　オリホフカ系岩石の絶対地質年代　　オリホフカ系の起源　　貫入

　　体の鉄鉱化作用上の特徴

　タンヌオ．リ系

　テリベス系
　含鉄鉱花嵐岩類コンプレックスおよびそれと関係ある磁鉄鉱鉱床の特徴

　第4章　サブボルカニック含鉄鉱花闇岩一閃長岩質貫入体

　イルビンスクークラスノカメニスク区のマグマ分化岩コンプレックス

　　デボン紀噴出岩コンプレックス　　デボン紀サブボルカニック花商岩・閃長岩コンプレックス

　　デボン紀マグマ分化岩コンプレックスの特徴

　テヤ鉱床区のマグマ分化岩コンプレックス

　　テヤーショルスキーはんれい岩コンプレックス　　花南岩コンプレックス　　デボン紀火山成コン

　　プレックス　　デボン紀サブボルカニック花闘閃長岩・閃長岩コンプレックス

　その他の含鉄鉱花闇閃長岩質貫入体の例

　含鉄鉱花商閃長岩質貫入体およびそれと関係ある鉄鉱床の特徴

　第5章　マグマ作用と関係ある磁鉄鉱鉱床の分布と生成作用の特徴

　まとめ
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3）　鼠）・腿・ny皿題βoBc購磁・　（1967）：「reoπorH∬HHo五e3Hble　HcKoHaeMHeKy6冠（キューバ

の地質と有用鉱物）」，ナウカ出版所，25・5×16・5cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
編者緒言
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