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　1）　A。E。（｝8郷調偲鍬曲（臆71）；「CTpyKTypH朋By汲KaHoπorH∬（構造火山学）」，ネドラ出版

所，231P．，図57，文献86，21×15cm（露文）
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　まとめ

2）臨C・恥獺o齢coBら編（197璽）：rno潤eMHHe　Bo八HCH6HpHHIla肪HeroBocToKa（シ

ベリア・極東の地下水）」，ナウカ出版所，248p・，26・5×17・5cm（露文）
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0．H。noKpbl田eBcK雌，B．A。Kopo6e湘HKoB；シベリアおよび極東における水理地質研究の現状と

　将来；P。3身

14．K．3a恥eB＝シベリアと極東の鉱泉水研究の総括と当面の課題：P。7－13，文献4

H．H．n∬oT盟KoB：シベリアの地下水鉱量とその国民経済における役割；p・14－19・表3，文献6

A．巫。OBqHHHHKoB；水理地質学の基本問題二p・19－22・

A．B．皿ep6aKoBほか2：ソ連の地下水圏のガス：P・22－28，図1，文献3

H．H．To五cTKxuH：地球の水理地質と凍結圏：p・28－33，図1，文献3

H．A．瓢apKHoB；アジアの水理地質帯区分の原則と様式：P・33－43，図1，文献31

Φ．A．瓢aKapeHKoほか3：シベリアと極東における地殻上部の熱条件：p・44－48，図1

JI．JI．BouaHOBaほか11；東シベリア南部と極東の山間アーテシアン盆地における地下水の分布規則

　性と生成作用の特徴；p・48－58

B．14．HHcapcK励；バイカル　アーテシアン盆地地下水生成作用の特徴＝p・59－69，図3，表1，文献

　14

H。巫。BopHceHKo，B．H．mcapcK顧：ツンカ複合アーテシアン盆地の構造の特徴と地下水形成への

　その役割；p・70－73，表2，文献2

P』．Ko五八H皿eBa，B，H。n盟capcKH伽沿バイカル地方北部山問アーテシアン盆地の滴養と負荷への

　構造断層の役割：p・73－76，文献8

H．C．JloMoHocoB；バイカノレ地溝帯の現世熱水形成作用：p・76－87，表2，文献25

巫．瓢。HyxHapeB四＝熱水溶液生成作用への濃塩水関与の問題によせて；p・87－89，文献6
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B・C・Bpe3ryHoBほか3；東シベリア南部の熱水と炭酸水の水素同位体組成：p・89－93・表1，文献8

B。n。CTaBHKK曲，B。巫．瓢aTyceB四＝西シベリア　アーテシアン盆地の古水理地質：P・93－101，図

　1，文献14

A。B．3yeB：アルタイ・サヤン摺曲区の古水理地質；P・101－107，図2，文献6

0．B．PaBAoHHKac：サハリンの古水理地質の特徴と地下水の含塩組成形成問題3P・107－116，図1，文

献4

B．H．皿IeM朋HH，A．H．naBπoB：天然水中の砒素の移動形態と含砒素炭酸水からの鶏冠石・雄黄鉱

生成の可能性にっいて：p・116－118，図2，表1，文献4

B．A．Hx双Hep，A，八．Pe3HHK：西シベリア　アーテシアン盆地の地下水：P・118－124，表2

H．B．瓢H3HHoBほか3；チユメニ熱水鉱床：P、125－128，図1

E．A．BacKoB；東シベリア　アーテシアン盆地地域鉱水の水力学的および水理化学的特徴；p・128－

　135，図1，文献16

豚．C．JloMoHocoBほか2：シベリア卓状地の鉱水：p．135－167，図1，表5，文献27

C．B．JIHcaK，H．H．皿ypaHoBa：カンスク　アーテシアン盆地各種温度帯の水理化学3P・168－169，

　表1
H．H．皿ypaHoBa；カンスク　アーテシアン盆地北西部の鉱水；P・170－173，表3

JI．H．roMoHoBaほか3；イルクーツク　アンフィシアターの各種塩水の総括的評価3p・173－177，表

　1，文献2
A．A．双3B⊃6aほか2：沿レナ地方における塩水の分布規則性；p・178－188，表1

F．瓢．H．IHe飴epほか4；東サヤン地方における鉱泉の化学組成生成作用にっいて：P・189－192，表3

H．C．BoroMo汲oBほか6；チタ州の鉱泉：P。192－196

B．E．CH八opoB：熱水補給源の磁気異常：p・196－199，図1，文献3

A．A．八3⑩6a：深部地下水溜とマルコボ石油・ガス田との相互関係に関する間題によせて：P・199－

　207，図2，表1，文献8

F．n。BorOmKOBほか4：中部沿オビ川地方の油田における層圧保持に用V・るアプトーセノマン統の

　地下水量とその探査問題二P．208－213，表3

L　A．ToπcTHKoB，T。F．KyKo皿＝新データによるシャイム油層群の水理地質環境の解析：P・213－

　218，文献8

B．H．E朋3apoB，F．A．To五cTHKoB：スルグーック・ドームの稼行油田の水理地質学的特徴：p・219

　－222，文献1

B．A．皿Iy6：水理地質条件によるクラスノヤルスク地区有用鉱床の分類：P・222－229，表1，文献4

H．巫．PaCCKa30Bほか4；オビ川一イルトイシュ川問地方中央部泥炭鉱床の主な水理地質的・水理地

　球化学的特徴と沼沢の水理地球化学的研究法の諸問題；p・229－232

H．A．〉KypaBe凸二不完全調査地域の地下水の探査鉱量評価への類似法の適用：p・232－235，表2

3）A・A・A6八y源慰ら編（1969）＝rBy照aHo－H岬ToH四ecKHeΦopM鋤HKH照py双oHocHo－

cTb（火山岩一深成岩岩系とその鉱床胚胎性）」，カザフ共和国ナウカ出版所，252P・，27×18cm（露

文）

　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
P．A。BopyKaeB：開会の辞；p・3－4

LH．E．EceHOB：歓迎の辞；p．5－7

A．A．A6Ay五KHほか6：カザフ共和国を例とする火山岩・深成岩岩系の問題点：P・8－12，表1，文

　献3
P．A．BopyKaeB，E．E。荊H朋ep；中部カザフ地方の共マグマ岩系と火山岩・深成岩岩系につV’て；

P。13－18，文献23
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A・H・Hy餌bl6aeB：北カザフ地方アルカリ・マグマ作用：P・19－27，文献9

A．H．HB鵬B　ほか3；ツルガイ盆地のバレリヤノフスク安山岩一閃緑岩質ビゼー一ナムール期火山岩一

深成岩岩系とその鉱床胚胎性：p・28－39，図2，表2，文献15

A．E，BeKMyxaMeToB；ツルガイ盆地共マグマ岩共存関係とその交代作用・磁鉄鉱鉱化作用との関係；

P．40－45，文献15

JI。r．HHKHTHHa，B．赫．皿y撒aHoB；中部ヵザフ地方デボン紀花醐岩一石英粗面岩岩系；p・46－53，

　図1，表1，文献6
T．q。qo汲HaHKy汀oB：東ヵザフ地方古生代火山の盗流路にっいて＝p・54－74，表1，文献29

B．Φ．Be刀bl員：オホーツクーチユコトカ火山帯とカザフ縁辺火山帯：P。75－87，図4，文献20

K．H．瓜BOPUOBa：チユ・イリヤ山デボン紀沿断層陥波盆地中の後造山成安山岩，石英粗面岩一花闇岩

　岩系：p・88－98，図2，文献14

T．B、nepeKa涯HHaほか2：中部カザフ地方ヘルシニア期マグマ作用の発達と火山岩一深成岩岩系区分

　の問題点：P。99－108，図1，表1，文献2

A．B．AB八eeB：アタスー一ジャムシンスク分水嶺を例とした噴出マグマ作用と貫入マグマ作用との関

　係に関する問題によせて：P．109－121，図7，表4，文献17

K．A，A6八paxMaHoB，K）．H．JI朋HH＝中部カザフ地方南部の後期カレドニア期とヘルシニア期の火

　山岩一深成岩共存関係：p．122－135，図2，表1，文献6

n．Φ．HBaHKHHほか5：ルードヌイ　アルタイ地方における火山岩生成作用と深成岩生成作用との

　関係：p・136－142，図1，表1，文献6

r・Φ．qep朋KoBcK雌＝ウラル地方の火山岩一深成岩岩系：p・143－150，表1，文献14

T．A．πo八oHoBa：中部天山地方の火山岩一深成岩岩系＝p・151－160，図3，表1，文献18

A。A・KycTapHKKoBa：西ウズベク地方における古生代火山岩岩系と火山岩一深成岩岩系＝p・161－166，

　文献7

B．K．PoTMaH，E．B。BHKoBcKaH：太平洋帯の火山岩一深成岩岩系：p・167－178，図5，表2，文献

　26

K・H．PyA四：モムスク深在断層帯の火山岩一深成岩岩系：P・179－183，文献9

JI．H。JleOHTbeBほか2：卓状地火山岩一深成岩岩系の超塩基性アルカリ系と塩基性亜アルカリ系l

p・184－190，表4，文献13

E．Φ．瓢a肥eB＝非削剥火山岩一深成岩岩系の地質図化にっいて：p・191－198，図4，文献3

B．H．Jle6e畑HCK磁：山岳クリミア地方のマグマ作用の特徴と火山岩一深成岩岩系の問題：P・199－

　205，文献14

B．H、Ka3MHHほか2：中部ウルタウ地方中期デボン紀火山岩一深成岩コンプレックスの地球化学的特

　徴＝p・206－210，図1，表2，文献4

瓢．A．KacHMoBほか2：北部天山地方のデボン紀火山岩一深成岩岩系＝p・211－213，文献4

質疑・討論：P．214－250

A．A。A6Ay朋H；カザフ共和国における火山学的研究の発展のために：P・250－252

4）　3・踊・」　魎鶏B雛（施7堪）：「瓢eTacoMaTHTbl　BocToqH6ro　npHa30Bb只（東沿アゾフ海地方

の交代岩）」，ナウコバ　ドウムカ出版所，203P・，図17，表36，文献200，2L5×14・5cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
東沿アゾフ海地方の地質概説

東沿アゾフ海地方における交代岩研究史　　地域地質構造　　結晶片岩・片麻岩質基盤中の深在断層

　に関する問題によせて

原生代コンプレックスの貫入岩・交代岩の物理化学的生成条件

　カメンノモギリ型花闇岩中の初期アルカリ交代岩　　カメンモギリ変朽花醐岩中の交代性累帯構造
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　沿アゾフ海地方交代岩の石英一長石相　　アルカリ岩体・花闘閃縁岩体と関係ある螢石化作用の物理

化学的特徴　　オクチャブリ山塊含霞石岩の霞石と成因　　溶脱帯の交代岩　　高含鉄鉱物の共生関

係について　　南カリチクスキー閃長岩山塊　　花闇閃緑岩貫入体の内接触過程，閃長岩中の柴蘇輝

石の成因問題によせて

上部古生代マグマ分化コンプレックスとそれに関係ある交代過程

　ポクロボーキレーエフスク鉱床交代岩の岩石学的特徴　　ポクロボーキレーエフスク螢石鉱床の側岩の

　変質

東沿アゾフ海地方地質史におけるマグマと高温溶液の進化の特徴

　原生代と上部古生代のアルカリ岩の比較岩石化学的特徴　　深成溶液の問題　　マグマ分化過程と交

　代過程の役割と継承性にっいて　．高温溶液の進化と地球化学的特徴

5）A3・C瓢oPe甑o編（領966・1967朔971）＝rnpo6πeMHoc財ouHo且reQ五〇rHH八oKeM6－

pHH（先カンブリア系堆積地質学の諸問題）」，BHH1，2，3・，ネドラ出版所，26・5×17。5cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
　　　　　　　　　　　　　　第1集：275P。（1966）

K。O．KpaTuほか3：カレリア地方先カンブリア系の堆積岩石学的研究法：p・5－16，図8

B。K．FoπOBeHOK：アルミナ鉱物資源・古砂鉱床分布予測問題と関係あるバイカル山岳区中期原生代

　泥質・砕屑層の堆積相と古地理：p・17－32，図4，表2，文献20

A．A。CaBe凸eB：東サヤン地方下部原生代デルバ累層の地層の研究にもとづいた古地理複元の試み：

　P・33－40，図5，文献3

巫。A．FK朋poBa：古期噴出岩・火砕岩の研究の試み：P．41－53，表1，文献18

JL　H・「a五八06KHa，E・巫．瓢Hxa勘K）K：オネガ陸向斜ジョトニア系の堆積相：p・54－60，図6，文献4

A．B。KoneπHoBHq，H。瓢．CHMaHoB四：沿オネガ湖地方ジョトニア系岩石の後堆積変質：P．61－79，

　図12，表1，文献25

B。3．Herpyua：カレリア地方珪質礫岩の相の研究：P・80－97，図10，文献25

m。双ecc臓a－Ko双apua二南カルパチア地方中部の変成岩山塊の層序と堆積相の諸問題＝p・98－102

B・瓢・qePHoB；カレリア地方火山源含鉄珪岩層と硫化鉄鉱フォーメイション＝p・103－115，図2，表1

H．皿・roP脳HoB：沿イマンドロフカ地域の含鉄珪岩フォーメイション：P・116－13Q，図11，表1，文

　献33

C．H・Cyc丑oBa：コラ半島ペチェンガ系凝灰源堆積累層の堆積相に関する問題によせて：P・13H49，

　図5，表1，文献11

五・双・巫HpcKa∬＝ペチェンガ系を例とした古期火山源層の生成条件にっV・て：p・150－160，表1，文献

　19

H・14・HHHaeBa：中央カレリア地方パランドボ地区高変成火山源堆積岩コンプレックスの地質構造・

　堆積相構造に関する新資料：p・161－175，図7，表6，文献8

B・A・CoKo汀oB，K。H，Xe且cKaHeH：カレリア地方原生代風化殻の地質と堆積相の特徴＝P。176－185，

　表4，文献30
K）・H・JIa3apeB：堆積岩石学的研究における構造解析法：p・186－194，図1，表1，文献7

B。C。CMUPHOBa：始生代ベロモーレ・コンプレックスの花嵐岩ペグマタイト中の雲母生成過程に対す

　る母岩組成の影響：p・195－199，文献6

B・瓢・q蘭Ka：先カンブリア紀アルコース層系，変成砂鉱床，変成岩・花闘岩研究のジルコン法：

　P。200－215，図5，文献42

A・F・Bomr畑H：先カンブリア系の古生物学的研究法：P。216－222

H・H・KpHπoB；先カンブリア系の層序に対するストロマトライトの意義＝P。223－231，図3，文献24

B・双・瓢a皿，O・n・EropoBa＝チャイ川砂岩一礫岩層の堆積相と層序によせて：P・232－237
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A．E．赫Hpo田HKKoB，9．H・巫ycaToBa：先ヵンブリア紀ルチライトー金紅石片岩および変成岩系中の

　金紅石の問題二P．238－240，図1

B・八凪o汀八o田eB：天山地方ジェトイムートー山脈の後期先カンブリア紀堆積被変成鉄鉱：p・241－243

B・F。Kopo五eBほか3：天山地向斜の上部先カンブリア系堆積層・火山源堆積層の堆積相によせて：

　p，244－247，文献2

几rl．ra∬八06照aほか3：野外における転位層の斜層理測定法によせて：P．248－249，図1，文献6

瓢．m．GTeHaPb：西ヵレリア地方ボリショゼロ地区の先カンブリア系被変成火山生成物にっv・て：

　P．250－252

JLH。Be3八eHe凪HHxほか2ニカレリア地方とコラ半島の堆積被変成岩層の相解析法によせて：p・

　253－275，図7，文献67

　　　　　　　　　　　　　　　第2集：335P，（1967）

A・B，C肱opeHKo：先カンブリア系研究の諸問題：P・5－13

瓢。H．双06poxoToB：下部先カンブリア系の層序とウクライナ楯状地の初期地質発達期二P・14－26，表

　1，文献41

E・K・Jla3apeKKo：堆積起源確定のための変成岩層系研究における鉱物指標：p・27－31，表1，文献29

A，H。HHKOπbC服H：ロシア卓状地南西部の先カンブリア系層序と超変成帯条件下でのその図幅調査

　課題：p。32－46，図3，表2，文献10

H．H。CeMeHeHKo：変成岩のリソジェネシス復元の指標としての等物理・等化学系列：p・47－61，図8，

　表2
B．A。Fo餌HUK雌，F。H．Ka朋eB：堆積生成条件復元の指標としての先カンブリア系陸源層系中にお

　ける微量元素分布：p・62－66，図1，文献2

只．H．Be肥B聡B：ウクライナ楯状地における変成源鉱床：p・67－77，図4，表1，文献15

A，H．cTpurHH，瓢．A．只po皿yK：ウクライナ楯状地の花闘岩類における初成岩の指標二p・78－87，

　図2，表2，文献10

A。只．丑peBHH：地質構造・堆積相にもとづぐボルガ中流地域先カンブリア系研究の試み：P・88－96，

　図1，文献7
0．B．FHHToB：地球物理探査法によるボルガ中流地域片麻岩一混成岩層の摺曲構造の解明：P・97－102，

　図1，表1，文献3
M．H，mOUKH負：テテレバーブガ系の層序と堆積相に関する新資料：p・103－106，文献3

r．F，KoKbKoB，P．赫．HoπyHoBcKH且：沿アゾフ海地方中部の変成岩コンプレックスの地質図化と層

　位・堆積相研究結果の特徴：p・107－113，図2，文献2

K）．Hp．no汲oBHHKKHa：ウクライナ変成山塊片麻岩系出発物質の層位学的細分と復元：p・113－119・図

　1，表1
JI．只．Xo八K）田：含鉄珪岩の縞状構造の堆積岩石学的説明：P・120－125，図2，文献15

双．H．Ce餌K）qeHKo：ウクライナ地方先カンブリア紀鉱床分布研究の若干の問題にっv・て：p．126－

　128
B．K）．KoH即aqyK，P．H．OHn田eHKo：ウクライナ地方先カンブリア系岩石組成にみられる変成再

　沈殿風化殻研究の前提につV・て：p・129－138，図2，表1，文献30

T，A．Φe耶OBa：コラ半島サリヌイ　ツンドラ地区ざくろ石角閃岩系の岩石の性質に関する問題によ

　せて：P・139－143シ図3，文献2

0．JI．3伽oPほか2：沿アゾフ海地方西部先カンブリア系の精密地質図化の試み：P・144－152，図4

A．K．maπKoBcK雌，B．H．XpaM球oB：クルスク磁気異常地域のボーキサイト：P・153－162，図3，

　表4，文献4
K．Φ．皿ep6aKoBa：クリボイ　ログ鉄鉱盆地南部地区の変成鉱：p・163－168，図4，文献荏

A．C．πpaHHnK，H．B．BoraUKaH；先カンブリア紀オブルチュスキー噴出一堆積岩系の組成・構造・
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　層序に関する新データ：p・169－176，図3，表1，文献3

B．瓢．「餌ropbeB：先カンブリア系含鉄珪岩中のゲルマニウム分布の規貝雌：p・177－178，表1，文献2

0．赫．Po3eH＝コクチェタボ山塊の初期先カンブリア紀における堆積層の特徴：P・179－188，図4，文

　献18

B．A．PH6eHKo：ウクライナ楯状地始生代摺曲作用の特徴にっいて：P・189－192，文献12

K）．π．皿KOBHpa：イングラ川沿岸地区先カンブリア系層序区分への地質構造・岩石化学の応用：P・

　193－196

B．B．KOBa肪：ボルガ中流地域の先カンブリア系を例とした超変成作用帯における噴出一堆積層初成相

　復元の指標：p．197－203，表1，文献6

3．B．meπbHHqyK，n．H．C凪HbKO：ウクライナ楯状地中部および北東部の堆積相，変成作用，有

　用鉱物の若干の問題二p・204－210，図1，表1，文献9

A．只．XaTyH皿eBa：ウクライナ楯状地北西縁部の被変成火山源層系二p・211－216，図2，文献8

A，H．CTpumH，B．H．Ko63apb：ウクライナ楯状地中部の変成岩中の礫岩＝P・217－226，表3・文献

　14

r．H．Ka朋eB：ウクライナ楯状地における地向斜堆積層系の変成体：p・227－237，図5，表2，文献8

瓢．瓢．Bece五〇BcKaH：ロシア卓状地中部の下部原生代一始生代堆積岩にっいて：p・238－247，図7，文

　献16

A，瓢．rIaH：白ロシア地方先カンブリア系変成岩基盤岩研究の総括と研究の諸特徴：p・248－256，図1，

　文献22

瓢．C．Toq凱HH：先カンブリア系深部変成岩・花南岩化岩の研究法にっいてl　p・257－262

H．H．凪ep6aKほか3：ウクライナ楯状地の花商岩化作用とマグマ作用の2期につV・て；P・263－274・

　図5，表2，文献9
B．H．ropo皿HKKoB：珪線石鉱床探査をめざした先カンブリア系堆積変成層の比較検討：p・275－287，

　図4，文献15
T．A．JIaHHHcKaH，B．H．八aHueB：ロシア卓状地東部の先ヵンブリア系基盤岩の自然放射能について

　：P。288－295，図3，表1，文献15

A．C．KopHKHH：先カンブリア紀大陸風化殻に関する問題によせて：P・296－312，図5，表1，文献B

皿．H．》Kepy：ドニエストル中流地域の埋没潜頭先ヵンブリア系岩石の多変成作用と出発物質復元問

　題：P．313－316

C．B．Po3aHoB，JI．H．ΦK朋ToBa：中部カザフ地方ウルタウ地域先カンブリア系鉄鉱層系について：

　P．317－321，図3

B．E．双HHHceHKo：沿アゾフ海地方オクチャブリ・アルカリ山塊の鉱化作用の特徴：p・322－331，図3，

　表4，文献15

　　　　　　　　　　　　　　第3集：331P。（1971）

K。A．）KyK－noqeKyTOB；ノルム法およびニグリ値法による角閃岩の新しい化学的一鉱物学的全類：

　P・7－31，表5，文献21

0．皿．Po3eHほか2：先カンブリア紀堆積地質学の問題と関連ある変成岩分析値の換算と広域変成作

　用の2・3の問題点：P。32－43，図1，表7，文献28

B．A．O氷orHH＝コラ半島ベルフネポノイ　アルカリ花崩岩を胚胎した変成岩層の堆積相の特徴：p・

　44－55，図6，表3，文献19

r．JI．ropo皿eHKo：起源に関係するコラ半島グラニュライト層系岩層の鉱物学的諸特徴：p・56－79，図

　8，表7，文献35
A．C．Kop無HH：カレリア地方の2・3の変成岩にみられる初成残留起源の示徴についてl　p・80－98，

　図6，表3，文献60

P．納．no五yHoBcKH勇，A。H。BeπeBUeBa：沿アゾフ海地方中部の変成岩層の堆積岩石学的研究の諸
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　問題：p。99－107，図4，表1，文献4

F．H．JleoHTbeB：マムスク準変成岩層の周期的層序と生成作用の特徴：P・108－112，図2，表1，文

　献12

A．A．CaBe肪eB，B．只。XH価ToBa：シベリア諸地域の先カンブリア系深部変成堆積岩・火山原岩中

　のジルコン砕屑l　p。113－119，図3，文献12

A．A．Hpe八OBCK噛ほか4＝ペチェン’ガ地方地質史における堆積作用と火山作用の関係と特徴l　p－

　120－131，図5，表1，文献10

n．瓢．rop朋KoB：コラ半島角閃岩変成相の岩石中の噴出岩残存体：p・132－143，図9，文献17

双．双．瓢HPCK朋：ペチェンガ系火道生成体とサブボルカニック生成体：p・144－152，図5，表1，文

献3

瓢，A．FH朋poBa：ペチェンガ地方二次性火山源岩層の酸性噴出岩：P・153－169，図4，表2，文献7

B．B．JIK）6賦OBほか2：ペチェンガ地方炭酸塩岩の古生物学的，堆積岩石学的，地球化学的特徴と火

　山作用＝p・170－176，図7，表1，文献ll

B．A．CoKoハoBほか3：カレリア地方中部のヤツリア火山性コンプレックスの相：P・177－191，図5，

　表5，文献18
B．3・Herpy照：バルチック楯状地東部のカレリア火山作用の規員雌にっV・て：P・192－206・図4，表

　1，文献24

B．A．CoKo五〇Bほか4：堆積作用に対するヤツリア火山活動の影響について：p・207－212，表2，文

　献6
K）．B．Bor偲HOB：カレリア地方の2・3の構造にみられる下部原生代火山作用と堆積作用の進化：p・

　213－222，図8，文献21

B．m．qepHoB：カレリア地方火山源含鉄珪岩層系の岩石の共存関係と堆積条件：p・223－243，図10，

　表1，文献7
A．H．CBeToB，A．H。Foみy6eB：カレリア地方中部のヤツーリア地区中部原生代火道：P・244－252・

　図5，文献14
B．C．Ky朋KoB：バルチック楯状地南東部ベトレヌイ帯丘陵の火山岩類：P・253－265・図3・表3・文

　献10

A．C．HeKKH，T．K。K獅M聞a：中部カレリア地方シュエゼロ湖地区の酸性火山源岩類にっいて：P・

　266－273，図5，表1，文献7

B．H．Po60HeH：ヵレリア地方下部原生代における火山作用と硫化物鉱化作用にっいて：p・274－279，

　図1，文献30
B．酬，しlepKoB，B．只．FopbKoBeK：カレリア地方先カンブリア系火山源含鉄珪岩層系中における元素

　分布の主な規則性：p・280－297，図4，表3，文献8

B．A．CoKoπoB，A．n．CBeToB：カレリア地方ヤツーリア火山源累層の古火山学的研究l　P・298－304，

　文献15

瓢．T．Ko3諏oB：古期火山累層の研究法によせて：P・305－310，図4，文献10

B．A．KocT雌，H．A．KocTKHa　lムルマンスク構造地塊先カンブリア紀層ダイアフトレシスにおける

　後火山性熱水作用の役割：p・311－323，図4，表5，文献16

　6）ムA・伽y608ら編（1971）；rrpH3eBHeBy舐aHblA3ep6a触凪aHcK⑲CCP（写真集：ア

ゼルバイジャンの泥火山）」，アゼルバイジャン共和国科学アカデミー出版所，256p・，図・写真443，

表7，31×43c皿（抄録：アゼルバイジャン文・英文，本文＝露文）
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泥火山生成区の構造地質の特徴

泥火山生成区の堆積相．・層序の特徴

泥火山の分類

泥火山各論

　沿カスピ海一クビンスク州

　　カイナルジャ　　フィドイルズインドイ

　アプシェロン石油・天然ガス田地方

　　ボグーボガ　　キルマクー　　ズィフ　　ベユクラクとキチクラク　　ジギリピリ　　ケイレキ

　　ボズダクーコビースキー　　ボズダクーギュズデクスキー　　ギュリバフト　　サルインチャ

　　ションガル　　アフタルマープチンスカヤ　　クシュハナ　　ロクバタン　　ビビエイバト　　ピ

　　リピリャーカラダクスカヤ　　トルパフルイーアフタルマ　　アフタルマーカラダクスカヤ　　オ

　　トマンーボズダク　　ブゾブニンスカヤ海底泥火山　　ネフチャンヌイエ　　カムニ　　グリヤゼ

　　バヤ　　ソプカ　　ペスチャンヌイ島　　マカロバ堆

　シエマヒノーコブイスタン州

　　アストラハンカ　　デミルチ　　キュルダミル　　ナブル　　チャイクルバンチュイ　　ペレケシ

　　ュキュリ　　マラザ　　ボヤナターサルイダシュ　　ブランスイスージュリギャ　　シュルスルー

　　イランルイ　　キルダク　　クイルクイシュラク　　シェイタヌート　　マトラサ　　チャラガン

　　メリクチョバンルイ　　ケラヌイ　　ナルダラナフタルマ　　スレイマン　　チェイリアフタルマ

　　チェイリダク　　アジベリ　　カレンダラフタルマ　　アルザニ　　トウラガイ　　ボリショイー

　　キャニザダク　コツルルイク　　ウタリギ　 アグダム　　マールイーキャニザダク　ダシュ

　　マルダン　　ソラハイ　　アイランテキャン　　コツルダク　　ゲゲルチン　　デリャニス　　ダ

　　シュギリ　　バハル　　エニケント　　クシュチ

　プリクリーンスク州

　　ハマムダク　　カラマドイン　　アフタルマーパシャルイ　　ボリショイーハラミ　　マールイー

　　ハラミ　　マールイーミショブダク　　ボリショイーミショブダク　　カルマス　　アグズイビル

　　ビャンドバン　　キュルサンギャ　　ズロブダク　　ズズダク　　ネフテチャラ　　プロメジュト

　　ーチユヌイ山とザヤチャ山

　バキンスキー群島

　　ズバンヌイ島　　ブルラ島　　グリニャヌイ島　　ロシ島　　ズビノイ島　　ベズイミャンナヤ堆

　　カーメニ　　イグナチヤ島　　オブリブノイ島　　クマニ堆　　ポゴレラヤ　　プリータ堆　　ゴ

　　ロバチェバ堆

　アゼルバイジャン共和国の泥火山活動生成物

　　固体噴出生成物　　渥青学的特徴　　泥火山の固体拠出物　　アゼルバイジャン共和国の泥火山ガ

　　ス　　泥火山の水　　アゼルバイジャン共和国の泥火山の地熱の特徴

アゼルバイジャン共和国の泥火山噴出の周期性

アゼルバイジャン共和国の泥火山の生成機構と生成期

アゼルバイジャン共和国の泥火山で複雑化した可採油田・天然ガス田の特徴

アゼルバイジャン共和国の泥火山現象と関係ある含油層・天然ガス層構造の展望にっいて

　7）　K》・H・Tpy皿KoR　（1971）二「yc，πoBHHΦopMHpoBaH販H　H　3aKoHoMepHocTH　pacHpe八e涯eHH∬

poccb皿e孟B　Me3030瓢ax只KyTHH（ヤクート地方中生層中の砂鉱床の生成条件と分布規則性）」，ナウ

カ出版所，265P．，図106，表2，文献88，26．5×17，5cm（露文）
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地質構成

　マグマ作用

鉱床分布

　鉱床分布区域の構造隆起・削剥断面と鉱床の露出

　地質の発達と鉱床の生成の概念

地形・層序と砂鉱のタイプ

　地形

　大陸期の発達史と層序

　砂鉱のタイプ

　砂鉱の構成の特徴とその中での金属鉱物の分布

　砂鉱床の特徴とその生成史

中生代構造帯に沿った砂鉱床分布の概括

　中央コルイマ山塊の形態

　ヤナ・インジギルカ造山コンプレックス

　ヤナ・インジギルカ造山コンプレックスのネローコルイマ部分

　北造山コンプレックス（ポロウスペンスキー造山コンプレックス）

　南ベルホヤン造山コンプレックス

　オホーツク造山コンプレックス
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