
新着資料の紹介
資　料　室

1）　亘3。廼。Be藪皿　（1972）　：「巫HHepa，πorH月LπaB｝｛e最田Hx　MecTopo凪八eHH茸　H　py八onPo∬B，πeHH茸

TeKe汀曲cKo哲30Hblπ撒yHrapcKoro　A朋Tay（ジュンガル　アラタウ地方テケリー帯主要鉱床の

鉱物学的研究）」，カザフ共和国ナウカ出版所，135p・，図139，表21，文献84，26cm×17cm（露

文），549；553．44．45
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地熱と熱水）」，カザフ共和国ナウカ出版所，253P，，図43，表84，文献272，22×15cm（露文），

550．361．4：556．313．2：556．3（574）
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　　　　ー凹地，チュイスク凹地）　　エピ古生代卓状地のアーテシアン盆地の熱水（沿イルトイ

　　　　シュ河凹地，ツルガイ凹地，北沿アルラ海地域，沿スイルダリヤ河凹地，沿カスピ海凹地，

　　　　ウスチュールト地域とブザチ地域，南マングでシュラク凹地）

　　水層型熱水の一般的分布規則性

　　熱水生成作用の一般的規則性

　　熱水の有効利用

　　結論

3）ShYe・Yese甑ovら編（1972）：「reo汀or朋H瓢eTa丑汲oreH朋CeBepHoro　npH6飢xa皿b∬
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窪7一（589）



　　　　　　　　　　　地質調査所月報（第24巻第11号）

161，22，×17cm（露文），55＋553．21（574．31）
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　　地質フォーメイション

　　　　地向斜フォーメイション　　造山フォーメイション

　　地質学的・地球物理学的データによるプルトンの分布と形態
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　　鉱床と鉱石フォーメイションの成因タイプ
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4）　A。翌。i頂騒TB盟團o亙3盟曝（ヨ972）；「ΦH3HKo－xHMHqecKHe　HapaMeTpb巨），πeMeHToB　H　Hx3Ha双eHHe

B　reOXHMKH（元素の物理化学的パラメータとその地球化学における意義）」，カザフ共和国ナウカ

出版所，115p．，図8，表27，文献77，26×17cm（露文），550．4，01
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5）　A。几長《鼠盟甑oB，A・臨亙くa駁旧08（1971）：「OP八oBHKcKH茸ByJIKaHH3M　H　Me八HoKoJI穫eAaHHoe

opy八eHeHKe　AK6acTay－KycMypyHcKoro　pyAHoro　no朋（アクバスタウークスムルン鉱床田のオ

ルドビス紀火山作用と含銅硫化鉄鉱鉱床）」，カザフ共和国ナウカ出版所，189p・，図69，表51，文献
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6）紛．踊．賊y鵬p・Bc麟（1972）；rBBe八eHHeBTeKT・HHKyTHx・・KeaHcK・r・cerMeHTa3eMπH

（地球太平洋区構造地質序論）」，地質研究所報告第234号，222p・・図61，付図1，表1，文献340・

26．5×17．5（露文）
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第10章　断裂
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7）へ瓦露eyc著（1956），E・肱c恥m蹴訳（1962）；「BepH涯涯曲一〇皿eHKaMecTopo瓢eH曲npK

　noHcKax　H　pa3Be耶ax　（Beryllium－evaluation　of　deposits　du血g　prospecting　and　exploratory

work）」，ゴスゲオルテヒズダート出版（原著），W。H・Freeman＆Company（訳書），訳書161P・，

　図40，表24，文献39，24×16cm（訳書：英文）
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Part　I　　Occurrence，minerals，geochemistry，deposits

　L　Beryllium　in　fbreign　countries
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　　　　Requirements　ofindustry　regarding　the　quality　ofberyllium　raw　matcria1
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Beryllium。minerals

　　Bery1，Be3A12［Si6018］，Phenacite，Be2［SiO4］。Chrysoberyl，A12BeO4，BertranditeラBe4［Si207］（OH）2

　　Helvite，Mn8［BeSiO4］6・S2，Dan我1ite，Fe8［BeSiO4］6。S2

Geochemistry　ofberyllium

　　Introduction

　　Beryllium　in　the　magmatic　process

　　Beryllium　in　the　pegmatitic　process

　　Beryllium　in　the　pneumatolytic＆nd　hydrothermal　processes

　　Beryllium　in　the　contact　metasomatic　process

　　Beryllium　in　the　supergene　processes

Types　ofberyllium　deposits

　　Pegmatitic　beryllium　deposits

　　Hydrotherma1－pneumatolytic　beryllium　deposits

　　Beryllium－bearing　skarn

II　：Prospecting£or　and　evaluation　of　beryllium　deposits

Prospecting　for　beryllium　deposits

　　Ghoice　ofarea　for　organization　of　smal1．scale　prospecting　work

　　Tasks　in　the　small－scale（1／100，000to1／200，000）prospecting　fbr　bery1－bearing　Pegmatites

　　Tasks　in　thelarge－scale（1／10ラ000to1／25，000）prospecting　with　in　the　limits　ofthe　bery1－bearing

　　　　pegmatite　Held

　　prospecting　for　non－pegmatitic　beryllium　deposits

Preliminary　evaluation　of　beryllium　deposits　on　the　bas豊s　of　yields　obtained

　　Geologic　description　ofpegmatitic　formations　during　Prospecting　operations

　　The　plan　ofthe　field　description　ofrare－metal　pegmatites　du血g　the　prospection　and　ex＆m丑n＆一

　　　　tion

　　Morphological£actors　in　the　evalu＆tion　ofbery1－bearing　pegmatites

　　Textura1－paragenetic£＆ctors　in　the　evaluation　of　bery1－bearing　pegmatites，based　on　outcrops

　　Principles　of　evaluation　of　beryl－bearing　Pegmatites　in　depth　during　Prospection

　　Fundamental　princ1ples　of　evaluation　of　non－pegmatitic　deposits　based　on　outcrops　during

　　　　prospection

　　Evaluating　the　poss圭bly　complex　nature　of　beryllium　deposits

Methods　ofexploration　fbr　beryl　deposits

　　Opening　the　outcrops　of　bery1－bearing　bodies

　　Exploration　of　deposits　in　depth

Sampling　of　beryl　deposits

　　Chamel　sampling

　　“Scr＆tch，ラs＆mpling

　　“Grab，’sampling

　　Overall　grab　sampling　with　ore　sorting

　　Tentative　sampling　during　prospecting　fbr　beryl

　　Sampling　of　deposits　where　beryllium　is　an　associated　useful　component（tungsten，tin＆nd

　　　　molybdenum　deposits）

　　Spacing　between　sampIes

　　Treatment　ofsamples

　　Chemical　analysis
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9。Methods　ofrating　and　grading　the　resources　into　categories

　　Minlmum　comercial　beryl　content　in　ore

　　MapPing　ofore　zones

　　Grading　ofresources　by　categories’

8！A・B・C聯o闘凱eB編（1972）：「「eo刀om肥cKHeΦaKTopbIKoHTpo朋c汀瓢oHocHHxneP

MaTHTOB（含雲母ペグマタイトの地質的規制要素）」，全ソ地質研究所報告，新シリーズ，第187巻

335P・，図90，表10，文献241，22×15・5cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　目　次
第1章　雲母鉱床生成区のペグマタイトの分類

第2章　含雲母ペグマタイトの分布を規制した堆積相・層位・要素

第3章　含雲母ペグマタイトの堆積岩石学的規制

第4章　含雲母ペグマタイトおよび長石・石英ペグマタイトの形成作用における広域変成過程・超

　　変成過程の役割

第5章　含雲母ペグマタイト形成作用の構造地質条件

　まとめ

g）照．C．0｝総鵬照臨A．A．C腋Hc源oB編（1972）：「赫aTePH朋blocoπeP氷aHH琵HPacHPeAe’

涯eHHH　Pa朋oaKTHBHblx9丑eMeHToB　B　ropHblx∬opoAax（岩石中の放射性元素含有量・分布に関す

る資料集）」，全ソ地質研究所報告，新シリーズ，第188巻，第3集，188p・，27×18cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　目　次
14．H．A6paMoBHu；はんれい岩一斜長花崩岩岩系の放射地化学的特徴＝　　P・5－9，表2，文献28

A．H．P説x五HH：ツルガイ地方北西部の石炭紀中期花嵐岩類中のウラン；P・10－13，表2，文献8

C．B．By30BKHHほか2；沿バルハシ地方北部のデボン紀・石炭紀・ペルム紀火山源層系中におけ

　　　　る放尉性元素の分布；　　　　　　　　　　　　　　　p・13－24，図3，表5，文献17

F．H，皿aHomHHKOBほか4；放射化学的データに照したゴルヌイ　アノレタイ地方のデボン紀マグ

　　　　マ作用：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・24－41，表9，文献16

B。A．yrapOBほか1：ザバイカル地方南東部の2・3の中生代貫入岩類におけるウラン・トリウ

　　　　ムその他稀少元素の分布：　　　　　　　　　　　　　p・41－54，図3，表14，文献9

F．B．AπeKca瓢POBほか1；ザバイカル地方北東部マグマ岩中のウラン・およびトリウムの分布規

　　　則性：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．54－64，図1，表4，文献2

F．B．双KTMapほか1ニアムール河上流ウルシャ川・大オムトナヤ川河間地域の中生代後期火山成

　　　　岩中の放射性元素；　　　　　　　　　　　　　　　　p・65－74，図3，表3，文献8

B。A．瓢aKCHMOBCKH藍ほか1：アムール河下流地域の火山成岩中のウラン；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・74－81，図6，表1，文献14
A．A．CMHC汀OBほか1：クルイククドウク貫入体岩脈の岩石学的・地球化学的諸特徴二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。81－87，図L表2
B。K．TKTOBほか1：アルダン火山成一貫入岩コンプレックスのアルカリ岩産鉱物中のウラン分布

　　　　について：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p・87－97，図4，表4，文献9

K．A．FPHrOPbeB＝堆積岩中のウランのクラーク濃度の諸特徴にっいて：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・98－115，図4，表8，文献7
F。只．HHKHΦOPOBaほか1ニドネツ炭田北縁のバシュキール階におけるウランその他2・3の稀少

　　　　元素の分布について：　　　　　　　　　　　　　　p。116－121，図1，表2，文献5

B．H．CHπaHTbeBほか1：シホテーアリン山脈中部の先石炭系中のウラン分布について：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。121－124，表2，文献6
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0．A．Be朋eBほか2：ラドガ湖北方地域の変成岩と貫入岩中の放射性元素分布について＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．125－132，図1，表3，文献16

B．辺．BaCH価eBa：オレンブルグ地方東部の古生代基盤岩類中のウランとトリウム3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。132－138，表1，文2

B．A．BπK）MaH；ゴルヌイ　アルタイ地方チュルチャ変成岩コンプレックス構成岩石中のウラン分

　　　　　布：　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・138－143，表1，文献5
B．瓢．TepeHTbeBほか2：アルダン楯状地先カンブリア紀変成体中の放射性元素とその随伴元素＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P，143458，図5，表5，文献11

E．B．H涯田皿eB；熱水変質作用時におけるウランとトリウムの挙動：　p・158－165，表5，文献19

A．A。CMblc汲OB＝ウランとトリウムの平均含有量（クラーク数）決定に当って考慮を要する岩石の

　　　　　相の帰属にっV・て：　　　　　　　　　　　　P。166－170，図1，表4，文献15

r．B．Ko脳HHほか1：元素の地球化学的後背値の形成間題によせて（はんれい岩一斜長花商岩山

　　　　　塊の場合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．171－177，図2，表2，文献6

A。r．Ky3He砥OB3α放射能平衡式からのトリウム濃度計算用計算図表とその精度の評価：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．177－181，図4，文献3

10）　r。鵬。皿匿e團re源麗璽　（197著）3「Ta6，πHUH　八，πH　BHqHc，πeほ騒月　rpaBHTa旺HoHHoro　3ΦΦeKTa

TPexMePHo益Mo双e刀H3eMH磁Kopbl（地殻の3次元モデルによる重力効果計算用表）」，メツニエレ

バ出版所，トビリシ，22g　P．，図13，表262，26×18cm（露文）

1雪）　JH．闘。最e謳恥賦o賎鼠，避。闘．（》即闘e8，0。亙『．置《箆盟即欝o　（1972）＝「刀loKeM6pH敢Io》KHoro　T只Hb一

皿aHH　H　KH3H五KyMOB（天山山脈南部とクイズイルクム地方の先カンブリア系）」，ネドラ出版所，

131p・，図72，表16，文献114，26×17cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

第1章
　天山山脈南部とクイズイルクム地方の変成岩層の地質時代に関する概念の概説

　カラテギン・ギサール両地域の地質

　カラテギン・南西ギサール両地域の先カンブリア系の岩石学的特徴と変成作用

　クイズイルクム地方の地質

　クイズイルクム地方先カンブリア系の岩石学的特徴と変成作用

第2章
　層序

　先カンブリア系の広域変成作用の特徴

　構造，層系，地質発達史

総括

霊2）　ソ連地質省ほか（1972）：「HTorH　coBe皿aHHH　Ho　Hpo6配Me“OcHoB競Hay朋oro　HporHo3a

MecTopo鼠翠eH噛py八Hblx　H　Hepy八HHx　noπe3Hux　HcKoHaeMHx　（“金属・非金属鉱床予測”問

題討論会の総括）」，レニングラード，150p・，20×15cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

実行委員会代表：金属・非金属鉱床予測問題の現状と発展の道：　　　　　　　　　　　P・5『19

1．予測の理論と方法の一般的問題：

　八．B。PyH八KBHCT＝鉱床予測へのフオーメイション解析：　　　　　　　　　　　P・21－27

B。H．BacH∬beB：予測の構造的一地熱的基礎l　　　　　　　　　　　　　　　　P．27－32

　B．H，双paryHoB；予測のための時間の要素：　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・32－37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　53一（595）
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几B。Py瓢KBKcT；メタロジェニー研究への鉱化体発達の時間的規則性の利用：　　P・37－56

B．C．KopMHみHUblHほか1：構造活化地域における鉱床の予測：　　　　　　　　　P・57一60

A。A．CMblcπoB；地化学的，地球物理的その他の鉱床予測法における新知見：　　　P・61－65

刀．H．八y八eHKO；有望性の数理的評価法；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・65一71

皿　主な金属・非金属鉱床の予測問題

C．B．瓢OCKa五eBa：塩基性岩・超塩基性岩岩系と関係ある内因性有用鉱床の予測：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2，P．73－84

H．只．双無bKHHaほか1：超塩基性アルカリ岩・キンバーライト岩系と関係ある内因性有用鉱

　　　　　床の予測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表3，p・85－94

H，F．HaBπoB段ほか2＝中性・酸性岩岩系と関係ある内因性有用鉱床の予測：　　　P・95－106

B．K．双eHHceHKo；酸性・超酸性岩岩系と関係ある内因性有用鉱床の予測：　　　P・107－112

B。H．Beprepほか3：各種鉱石フォーメイション・タイプの内因性鉱床の予測：　P・112－124

B．温．赫Hxa勘oB：風化殻と関係ある鉱床の予測：　　　　　　　　　　　　　　p．125－128

B。C．双oMapeBほか1：堆積源鉱床の予測＝　　　　　　　　　　　　　　　　P・129－134

B．H。BaCK朋eBほか1：噴出岩一貫入岩岩系と関係ある硫化鉄一多金属鉱床の予測；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。134－144

“金属・非金属鉱床予測”問題討論会の決議；　　　　　　　　　　　　　　　　　P・145－148
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