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　　　鉱物学的圧力計としての黒雲母一ざくろ石平衡

　　　St＋Qz＋Mu－Bi＋Gr＋AI2SiO5＋H：20平衡に対する温度と圧力の影響

　　鉱物学的圧力計としてのかんらん石一輝石平衡と複長石平衡

　　鉱物学的圧力計としての深在包有物の2・3iI⑳共生関係

　第2章　変成帯の進化に際しての地熱勾配と温度・圧力条件

　　課題の設定

　　古期変成・マグマ両コンプレックスの深度と温度

　　マントル岩の深度相図式

第2部　流動条件とマグマ作用

　第3章　変成過程とマグマ過程の流動条件

　　高温・高圧時における各種気体とその混合体の熱力学的性質

　　H：20，CO2，CO，H2，02の加った2・3の気体一鉱物平衡の計算

　　変成作用とマグマ作用時における流動体の気体成分の条件

　　地殻中の変成作用とマグマ作用の熱力学的条件図式

　第4章　花崩岩と玄武岩の熱力学的溶融条件

　　花南岩化作用の熱力学的条件

　　　花嵩岩質ユーテクティック体の温度・組成に対するアルカリ度（μK20とμNa20）の影響の評価

　　　“理論的花商岩”とその各種飽水率　メルトの熱力学的性質の計算

　　　天然産各種飽水率花歯岩の熱力学的性質と溶融条件

　　　片麻岩類の熱力学的花嵩岩化作用条件の解析

　　玄武岩の熱力学的溶融・分化・再結晶条件

　　　玄武岩間題に関する経験的・実験的研究の主な成果

　　　玄武岩の溶融温度に対する圧力と岩石組成の影響

　　　玄武岩の溶融温度に対するPH・oの影響

　　　玄武岩質マグマの推定炭酸塩化生成体としてのカーボナタイト

　　　マグマ作用の進化の問題

　　主な結論と仮説
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　　　　　　　　　　　　　新着資料の紹介（資料室）

流動体の起源

マグマ循環深度およびマグマ組成と地殻各タイプとの比較

深部マグマの溶融機構と移動機構

地球物理的境界群の起源

　7）　ソ連科学アカデミー（1973）；「CTpyKTypHble　ycπoB四ΦopMHpoBaHH兄aH八oreHHHx　pyπHux

MecTopo〉K双eHH且（内因性金属鉱床の構造的生成条件）」，ナウカ出版所，モスクワ，164p．，図48，参

147，26×17cm（露文），UDC：553．291

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目、次

各種構造階における内因性金属鉱床生成作用の構造的特徴（几H・JIyKKH）

　変成基盤岩層中の内因性鉱床　　　地向斜構造階中の内因性鉱床　　　卓状地構造階中の内因性鉱床，

　造山構造階中の内因性鉱床

卓状地区と地向斜区のクロム鉄鉱鉱床の構造的生成条件の比較特性（F。L　KpaBqeHKO）

　卓状地区のクロム鉄鉱鉱床　　　地向斜帯のクロム鉄鉱鉱床　　　まとめ

ゼラフシャンニギサール山岳区内因性鉱床の構造の特徴と分布の規則性（B・Φ，qePHH皿eB，H．3。

KOPHH）

　ゼラフシャンニアライ構造相帯中央部の地質構造とその発展の特徴

　鉱床のタイプ，その生成順序，主な分布規則性

　鉱床の構造の主な特徴

地質発達史を異にする地域の金鉱床の構造的特徴（K）．F，CaΦOHOB）

　地向斜発達区の金鉱床　　　古期卓状地構造活化区の金鉱床　　　金鉱床の構造的生成条件の諸問題

まとめ

　8）A・A・Hp綴盤（1973）；，「A肪nH伽K励皿睦瑚TeKToH四ecK磁KcTop服3eM汀騒（地球構造地質

史におけるアルプス輪廻）」，ナウカ出版所レ出ングラード支所，318p・，図27，表10，参1，076，27×18

cm（露文），UDC：551・24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
まとめ

古生代・中生代・新生代大陸部における侵食・堆積両作用のバランス

現世海洋側から大陸沿岸水盆への砕屑物の移動

深海における化石動物群と浅海の堆積物

海洋島喚と海底の地向斜型構造と深部マグマ岩コンプレックス

、海洋島嘆，海底，大陸の新生界断面における堆積作用ハイエタスと構造的不整合

海底の主な地形要素と第四系

中生代と新生代における世界の海洋の大規模水位変動の問題

　9）C。C。3盟M照（1973）：「napareHe3HcbloΦKoJIHToBHBepxH朋MaHTK只（オフィオライトの共

生関係と上部マントル）」，ナウカ出版所，モスクワ，251p・，図75，表69，参245，22×15cm（露文），

UDC：552．3：55L15（55L243）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

第1章　貫入オフィオライトの地質学と岩石学

　　ダナイトーハルツバージャイト岩系の超塩基性岩とそれに随伴されるはんれい岩類

　　　岩石の鉱物組成　　　初成造岩鉱物　　　貫入オフィオライトの化学組成と岩石化学的特徴

　　ダナイトーウェールライトー輝岩岩系の超塩基性岩とその随伴はんれい岩類

　　　岩石の鉱物組成　　　暗色鉱物の組成の特徴　　　貫入オフィオライトの化学組成
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　　かんらん岩一ウェールライト岩系の超塩基性岩とその随伴はんれい岩類

　　　主要岩石タイプ，その構造，鉱物共生関係　　　主要造岩鉱物の組成の特徴　　　貫入オフィオ

　　　ライトの化学組成と岩石化学的特徴

第2章　超塩基性岩，成層塩基性岩およびそれらに関係ある鉱石の各鉱物共生関係生成体の規則性

　　クロムに乏しく，カルシウムに富んだ超塩基性岩の鉱物共生関係

　　各種生成型式の超塩基性岩・塩基性岩中の副成クロム鉄鉱の組成と生成条件

　　　超塩基性岩・塩基性岩中のクロム尖晶石および玄武岩・キンバーレイ岩中の超塩基性岩捕獲岩中

　　　のクロム尖晶石の組成　　　副成クロム尖晶石類の組成・共生関係に対するCr203とSiO2の化

　　　学的活性の影響

　　超塩基性岩・塩基性岩成層岩体のクロム鉄鉱の組成の特徴と成因

　　　ブッシュフェルト　コンプレックスのクロム鉄鉱　　　サラノボ　コンプレックスのクロム鉄鉱

　　ヒステロマグマ分化クロム鉄鉱，その組成，共生関係および生成条件

　　出発マグマの性質および貫入岩の相特性とクロム鉄鉱の組成との相関関係

　　ヒステロマグマ分化クロム鉄鉱生成時における諸成分の相差移動の役割

　　クロム鉄鉱鉱石生成時における鉱物の分解と再結晶作用．クロム鉄鉱鉱化帯の鉱物共生

　　ヒステロマグマ分化クロム鉄鉱の組成・鉱物共生に対する酸素の化学的ポテンシャルと温度の影響

第3章　オフィオライト岩系の地質学的生成条件

　　太平洋摺曲帯における各種共生型超塩基性岩の地質学的分布・生成規則性

　　　かんらん岩一ウェールライト岩系の岩石　　　ダナイトーウェールライトー輝岩岩系の岩石

　　　ダナイトーハルツバージャイト岩系の岩石　　　超塩基性岩の性質と地質史の特徴

　　活可動帯における貫入オフィオライトの一般性と特殊性

　　　貫入オフィオライトの生成順序　　　超塩基性岩・塩基性岩の主要タイプ間の関係　　　超塩基

　　　性岩一塩基性岩の組成上の関連性　　　超塩基性岩生成時の温度と圧力について　　　オフィオ

　　　ライト　コンプレックス　マグマの地質学的生成条件について

　　オフィオライト岩系共存関係の解析と摺曲区の上部マントル

まとめ

　10）E・賭・勲丁題澱xa，A・聡・C甑鐸oB，A．盟。甑o∬鰍o協（1974）；rreHeT四ecKHeTHHblreocH－

H瑚HHa肪Ho孟c照鉱qaTocTH（地向斜摺曲の生成型式）」，カザフ共和国ナウカ出版所，アルマ・アタ

ー
，

208P．，図99，表6，参127，27×18cm（露文），UDC：55L24：550．8。013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

第1章　カザフ共和国地方の摺曲構造の分類と特殊構造概念図の作製法

第2章　ジュンガール＝アラターウ地方を例とした摺曲型式各論

　　　ジュンガール＝アラターウ地方の地質構造，同発達史概説

　　　ジュンガール＝アラターウ地方各摺曲型式とその生成条件

　　　ジュンガニル＝アラターウ地方各摺曲型発達様式の規則性

第3章　摺曲型式の実験的研究

　　　表層重力型摺曲

　　　地縫型摺曲

　　　構造反射型摺曲

　　　深層重力型摺曲

第4章　摺曲形成機構の理論的諸問題

まとめ

11）　闘。A・踊閣x訟藍認o駐a　（1973）　　「ハヘeTo八HKa　cocTaBJleHH兄　KpynHoMac皿Ta6Kb【x　JIHTo・πoro一
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　　　　　　　　　　　　　　　　新着資料の紹介（資料室）

Φ孤Ha価Hblx　H　H飢eoreorみaΦHqecKKx　KapT（大縮尺堆積相図・古地理図作製法）」，ナウカ出版所，

モスクワ，54p・，図19，表52，参52，26×17cm（露文），UDC：551・7・022＋55L8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

図の縮尺の選定

層序間隔の選定

事実資料の分類と選択，凡例の分類と選定

堆積相図

　一般型式図

　　　図の組み立て法　　　図の組み立て例

　岩層の垂直変化図

　　　図の組み立て法　　　図の組み立て例

古地理図

　図の組み立て法

　　　陸地の特徴表現　　　古水盆の特徴表現　　　図の組み立て例

まとめ

12）r。臨B磁艦eβ溺（1g73）；「npoHcxo兆八eHHe盟xHMHuecK飢gBoπK）u朋3eM朋　（地球の起

源と化学的進化）」，ナウカ出版所，モスクワ，

551：550．4

太陽系中の元素分布とその地球化学的性質

太陽系前史の証人

惑星の自然と化学組成

地球の構造と組成

現在と過去の地球の放射能

宇宙における原子の誕生

原始惑星物質の化学的進化

地球の殻の生成

世界の海と大気圏の発生と進化

地殻における化学的変化の主な特徴

地殻の化学的進化

まとめ

168p．，図30，表21，参56，20×13cm（露文）∫UDC：

目　次

　13）　ソ連地質省（1974）；「赫HHepa涯orHπ皿eハouHblx　MaccHBoB　u　Hx　MecTopo遮双eHH直（アルカリ

岩山塊とその鉱床の鉱物学的研究）」，ナウカ出版所，モスクワ，248p。，図57，表49，、参367，27×18cm

（露文），UDC：549：55L22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

第1部　アルカリ岩山塊とその鉱床

　第1章　エジリンー霞石閃長岩からなる山塊とその鉱床

　　　　　　山塊　　鉱床　　まとめ

　第2章　黒雲母一白榴石一霞石閃長岩からなる山塊とその鉱床

　　　　　　山塊　　鉱床　　まとめ

　第3章黒雲母一霞石閃長岩からなる山塊とその鉱床

　　　　　　山塊　　鉱床　　まとめ

　第4章　普通輝石ラテライトからなる山塊とその鉱床
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　　　　　　山塊　　鉱床　　まとめ

　第5章　透輝石アイヨライトからなる山塊とその鉱床

　　　　　　山塊　　超塩基性岩中の鉱床　　カーボナタイト中の鉱床　　まとめ

第2部　アルカリ岩山塊の鉱物学的特徴

　第1章　アルカリ岩の鉱物

　第2章　アルカリ岩山塊の化学組成と鉱物組成

　第3章　鉱物共生関係

　　　　　鉱物相互間の元素分布　　鉱物生成条件　　鉱物生成作用の進化

　14）　ソ連科学アカデミー（1974）；「ロpo6』eMH　a瓢oreHHoro　pyAoo6pa30BaH朋（内因性鉱化作用

の諸問題）」，ナウカ出版所，モスクワ，23gP。，27×18cm（露文），UDC＝553・061

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

JL　H・JIyKHHほか5＝内因性鉱床の成因的特徴を規制する要素の1つとし。ての鉱床の構造条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2，参21，P。5－B

双．H．rla瑚OB；地向斜輪廻各段階の内因性鉱床の造鉱溶液形成に対する外因性塩化物水の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．19－31

H．H．KHr甜：熱水鉱化作用におけるコロイドの役割について　　　　　図19，表1，参68，p，32－67

P．瓢。KoHcTaHTKHoB，C。B。CupoTHHcK朋：内因性鉱石フォーメイションの情報論理的研究と鉱床の

　変種系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表5，参11，p・68－82

K）・n・巫KPOHOB；地質過程の数学的モデノレ化の用語上の変種　　　　　　　　　　　　参3，p．83－go

胚．H．TOMCOHほか2；東ザバイカル地方の大ライズど白亜紀前期「後生」鉱床との関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図6，参13，P．91－101

H・B　KOMapOB；特定造岩酸化物にもとづく岩石と有用鉱物の各組成の差を規制した地球科学的規則性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1，参10，P。102－108

H。B。HaB汀oB，H。H・FpKropbeB；摺曲区の含クロム鉄鉱体超塩基性岩系　　　　参10，P・109－116

r．F．KpaBqeHKo；各種構造条件下で生じたクロム鉄鉱鉱床の構造的特徴　　　　　参8，p・117－126

B・H41y6pOBCK励ほか2：錫石中の微量元素による硫化物一錫石鉱体の削剥レベル決定の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2，表8，参10，p．127－137

E・H・双oπOMaHOBaほか2：錫鉱床産錫石，電気石，石英の空胞中の固体沈殿物化学組成に関する問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図6，参13，P．138－149

H。A。03epoBaほか10：含セレン水銀硫化物　　　　　　　　　　　　図17，表7，参41，P・150－179

瓢・瓢・HoBH照伽Hc；マグマ源鉱床分類の原則について　　　　　　　　　表1，参16，p．180－196

双．0．OHToeB：ザバイカル地方硫化物一鉄マンガン重石鉱床と珪酸塩一硫化物一錫石鉱床の生成時間につ

　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表3，参24，p．197－205
T・H・皿la八πyH，赫・F・双06poBo肪cK朋：鉛一亜鉛鉱床と硫化物鉱床の鉱物共生関係区分規準と鉱物沈

　殿順序研究への利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図12，参23，P・206－221

r・H・KOMaPOB＆：変スカルン性グライゼンのタイポモーフ鉱物につV・て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図6，表7，参12，p．222－234
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