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1気圧ないし低圧下の系
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　炭化物を伴う系
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　　ロゲン化物一酸化物　　ハロゲン化物一硫酸塩　　ハロゲン化物一炭酸塩　　棚酸塩　　クロム酸

　　塩　　タングステン酸塩　　チタン酸塩　　バナジン酸塩　　モリブデン酸塩）　水を含む系（2
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　酸化物からなる系
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　酸化物・ハロゲン化物その他の化合物を含む系

塩
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索引（系・鉱物・・著者）
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　　　　　L　Outlines　ofthe　Paci丘c　Ocean　Seismicity

　　　　　2．　Investigations　of　Stresses　and　Probable　Displacements　in　the　Earthquake　Foci

　　　　　3。Review　ofInvestigations　m＆de　by　other　Authors

　　　　　4．On　the　Earth，s　Elastic　Field　in　the　Circum－Paci丘c　Mobil　Belt

Ch砂≠875魏．Heat　Flow　throw　the　Pacific　Ocean　Floor（yα．B．S痂7ηo∂，∠4。κ。Pψo∂α）

　　　　　1．Characteristics　ofMeasurements
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・p。54－66
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H・n・JIOHaTHHaほか1：上部マントル速度の不均一性とソ連国土の深部重力異常（図5，参23）
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熱水変質岩の相の分布

　ウゾン火山カルデラの金属鉱物胚胎性

　ウゾン火山熱永中のアルカリ元素

　ウゾン火山熱水の自然ガス中のラドン含有量

　ウゾン火山カルデラ中の炭化水素

　現世鉱石鉱物

　ウゾン火山熱場における現世の物理化学的鉱石鉱物沈殿条件

　深部熱水溶液減圧地区における水平鉱床累帯と交代累帯

地質構造の形成，マグマ・熱水の成因に関する一般問題

　ウゾン＝ゲイゼル凹地のマグマの成因と凹地形成の力学的モデル

　活火山区における熱水過程の特徴

　11）　A。β・Byx麗甑監題脚【B盟調盟ほか6　（1974）：「FeoΦH3HqecKa∬pa3Be八Ka　A八》KapcKo茸rpyHHbI

Me八Ho－noπHMeTa朋四ecKHx　MecTopo瓢eHH負　（アジャール銅・多金属鉱床群の地球物理探査）」，メ

ツニエレバ出版所，トビリシ，199p・，図81，表9，参69，27×18cm（露文）
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　　　　マグネトーテルリック探査法による野外調査　　マグニトーテルリック探査資料の処理問題

第3章　地質資料と比較した地理物理揚の構造と性質

　　　§L　地質資料・金属分布資料との比較による磁場と自然電位場の構造と性質

　　　　広域断面の考察結果　　ウチャンボ鉱床田地区　　チャルナソ鉱床地区

　　　§2．マグネトーテルリック場の構造

　　　　エレクトローテルリック場　　地磁場

　　　§3・マグネトーテルリック揚分極作用の性質

　　　　マグネトーテルリック場分極作用の即発ベクトル　　電磁場のホドグラフ　　マグネトーテル

　　　　リック場の同時記録

第4章　地球物理探査結果の地質学的解釈

　　　§L　双極子一軸探査結果の解析と解釈

　　　§2，　自然電位場測定結果の解析と解釈

　　　§3．　アジャール鉱床における鉱体起源の自然電位場の物理化学的生成条件

　　　§生　地磁気探査結果の解析と解釈

　　　§5・帯磁場の解析と考察結果

　　　§6・金属元素分布図作製の結果

　　　§7．マグネトーテルリック探査結果の解析と解釈
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