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1）　盟・賎盟農BJ豆o駐，照・照。r餌麗ropbeβ麗・璽y竈P恥朧甑賦認（1973）；「3aKoHoMepHocTHΦopMHpoBaHH兄

xpoM騒ToBHx　MecTopo凪八eH曲（クロム鉄鉱鉱床生成作用の規則性）」，ナウカ出版所，モスクワ，199p・，

図36，表35，図版16，参146，21×14cm（露文），UDC：553．461
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2）臨cT麗yTreo調o脳蹄y雌馬亙x獺ecT叩o覇e懸藪，賦eTpor陣Φ騰，麗醗e欝翻or羅齪eox・

鯉撒編（1974）：「30H餅bHocTb　r瓢poTepMa凸Hux　pyAHbIx　MecTopo瓢eH曲（熱水鉱床の累帯配

列）」，ナウカ出版所，モスクワ，全2巻，27×18cm（露文），UDC：553・42：553・061

　　　　　　　　　　　　　第1巻　目次（295P・）

第1部　錫，タングステン鉱床と稀元素鉱床群の累帯配列

序論（内因性鉱床累帯配列研究の概況）参220

錫鉱床の累帯配列（図25，表7，参88）

タングステン！鉱床の累帯配列（図25，表1，参95）

モリブデン鉱床の交代岩と鉱体の累帯配列（図14，表1，参69）

スカルン型鉱床・鉱床田の鉱化作用の累帯配列（図17，表2，参94）

熱水ベリリウム鉱床の・累帯配列（図3，表2，参22）

稀有金属一多金属鉱床における鉱化作用の累帯配列（図3，表1，参2）

曹長岩中のトリウムーニオブ鉱化作用の累帯配列（図4，表6，参3）

熱水ウラン鉱床中の深成累帯構造にっいて（図6，表4，参24）

　　　　　　　　　　　　　第2巻　目次（219p．）

第2部　硫化鉄鉱鉱床と金鉱床の累帯配列

硫化鉄鉱鉱床の内因性累帯配列（図20，表5，参189）

金鉱床田の内因性累帯配列（図9，参101）

熱水鉱床累帯構造の一般的問題（図4，表3，参212）

熱水鉱床生成段階性の脈動論と指標について（図3，表1，参131）

鉱床深部の展望評価と潜頭鉱床の探査への深成累帯構造の意義（図2，参29）
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3）　《・B・盟恥聡（1974）：「PemoH訓bHaH　MeT飢五〇reHH兄CCCP（ソ連の広域メタロジェニー）」，

」，ネードラ出版所，モスクワ，237p・，図36，鉱床生成図1，表13，参216，25×17cm（露文）
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第1部　広域鉱床生成図編纂の原理と方法

　概説

　記号解説

第2部
　摺曲区のメタロジェニー

　　始生代・原生代摺曲区のメタロジェニー

　　　バルチック楯状地　　アナバル楯状地　　アルダン楯状地とその摺曲縁帯　　ウクラィナ結

　　　晶岩山塊　　ボロネーシュ結晶岩山塊

　　原生代一カンブリア紀（バイカリア期）摺曲区のメタロジェニー

　　　バイカル摺曲区　　東サヤン摺曲区　　エニセイ摺曲区　　タイムィル＝北ゼメリ摺曲区　　ウ

　　　ラル摺曲区　　チマン摺曲区　　アムール摺曲区（ブレヤ山塊とウスリー＝ハンカ山塊を含む）

　　　コルィマ中央山塊　　オモロン残留山塊　　オホーツク残留山塊　　タイゴノス残留山塊　　セ

　　　テ＝ダバン複背斜　　パミール中央山塊

　　原生代一古生代および前項より新期の摺曲区のメタロジェニー

　　原生代一前期古生代（前期カレドニア期）摺曲区のメタロジェニー

　　　ザバイカル摺曲区　　アルタイ＝サヤン摺曲区

　　後期原生代一前・中期古生代（後期カレドニア期）摺曲区のメタロジェニー

　　　アルタイニサヤン摺曲区　　カザフ摺曲区と北天山摺曲区　　北ゼメリ摺曲区

　　中期古生代。後期古生代（ヘルシニア期）摺曲区のメタロジェニー

　　　タイムィル摺曲区　　ザバイカル摺曲区とアムール摺曲区　　クズネツク＝サライール摺曲区

　　　ゴルヌィ＝アルタイ摺曲区　　イルトィシュ＝ザイサンスク摺曲区　　ジュンガルニバルハシュ

　　　摺曲区　　中部・南部天山摺曲区　　北パミール摺曲区　　ウラル摺曲区　　大カフカス摺曲区

　　　ドネツ摺曲区　　マングィシュラク摺曲区　　コルィマ中央山塊　　オモロン残留山塊　　セテ

　　　ニダバン複背斜

　　中生代一新生代摺曲区のメタロジェニー

　　地中海易動帯区のメタロジェニー

　　　カルパート摺曲区　　大カフカス摺曲区・小カフカス摺曲区・クリミア摺曲区　　コペト＝ダー

　　　ク摺曲区　　南パミール摺曲区

　　太平洋易動帯区のメタロジェニー

　　　中生代摺曲区のメタロジェニー　　ベルホヤン＝チュコトク摺曲区　　南タイムィル摺曲区

　　　シホテ＝アリン摺曲区　　モンゴル＝オホーツク摺曲区　　オホーツク＝チュコトク火山帯とシ

　　　ホテ＝アリン火山帯のメタロジェニー　　新生代摺曲区のメタロジェニー　　コリャーク摺曲区

　　　西カムチャッカ摺曲区

　サハリン摺曲区

　　　　活地向斜区　　オリュトルカ区　　東カムチャツカ区　　クリル列島区

　卓状地のメタロジェニー

　　古期卓状地のメタロジェニー

　　　ロシア卓状地　　シベリア卓状地　　バレンツ＝カラ隆起体

　　後古生代卓状地のメタロジェニー

　　　西シベリア卓状地　　ツルガイ凹地　　スキフ卓状地　　ツラン卓状地

　　先カンブリア紀構造中央山塊上の卓状堆積層のメタロジェニー

　構造一マグマ活動区のメタロジェニー

　摺曲区発達非構造段階凹地のメタロジェニー

　同時代・同タイプ地体構造の構造発達とメタロジェニー発達の特徴の比較
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　　　始生代と原生代の各摺曲区　　バイカル期摺曲区　　前期・後期カレドニア期摺曲区　　中生代

　　　一新生代摺曲区（地中海易動帯，太平洋易動帯）古期卓状地

第3部　ソ連のメタロジェニー区分

　　　超変成フェマ型　　変成シアル型　　フェマ型　　シアル＝フェマ型　　フェマ＝シアル型’

　　　シアル型　　アルカリ＝フェマ＝マグマ型　　アルカリ＝フェマ＝中間型　　アルカリ＝フェマ

　　　＝非マグマ型　　まとめ

まとめ

　4）眠臨賑e寧o鵬総籏（1973）：「CaMopo双Hoe30冴oTo（自然金）」，ナウカ出版所，モスクワ，330p．，

図94，表18，参500，25×18cm（露文），UDG：549＝533．41／411．3＝061．11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

第1部　金の地球化学，メタロジェニーと鉱物学の特徴

　第1章　金地球化学概説

　第2章　金メタロジェニーに関する現代の概念

　　　　　　金鉱床の分類　　金鉱床生成期と砂金の生成　　金鉱床生成区　　金と優の熱水鉱床の関

　　　　　　係

　第3章　内因性金鉱床の地質学的・鉱物学的特徴

　　　　　　各種金鉱石フォーメイションの鉱床地質の特徴　　金鉱石の鉱物組成と金鉱物　　鉱石構

　　　　　　成鉱物の共生関係　　内鉱石性変質　　各種鉱石構成鉱物共生およびその内因性変質生成

　　　　　　物と金との関係　　鉱床と富鉱部内での自然金の分布　　鉱化過程と自然金の沈殿

　第4章　外因性金鉱床の地質学的・鉱物学的特徴

　　　　　　鉱床の含金酸化帯　　砂金鉱床

第2部　自然金の一般的特徴と内因性鉱床におけるその特徴の成因的意義

　第1章　自然金の一般的特徴

　　　　　　研究史上の主要段階　　自然金の化学組成　　自然金の物理的性質　　自然金の分類

　第2章　内因性鉱体中の肉眼的自然金

　　　　　　賦存条件　　自然金の形態　　自然金分離面の像　　自然金の分離組織

　第3章　自然金塊

　　　　　　自然金塊の分布と賦存条件　　自然金塊の形態　　自然金塊表面の像　　自然金塊の組成

　　　　　　と組織　　自然金塊中の包有物

　第4章　微細分散金

　　　　　　鉱石中での分布状態　　微細分散金の胚胎鉱物　　超微細金粒の形態と組成　　　「非肉眼

　　　　　　的」金の賦存形について

　第5章　内因性鉱床における自然金の生成条件とタイポモーフィズム

　　　　　　微細分散金の起源について　　肉眼的自然金の生成　　．自然金塊の成因にっいて　　内因

　　　　　　性金のタイポモーフィズム

第3部　表成帯における自然金の変質

　第1章　鉱床酸化帯と岩石風化殻中での自然金の変質

　　　　　　初生金の変質　　酸化鉱石中の次生金　　風化殻中の次生金とその現世分離物

　第2章　漂砂中での自然金の変質

　　　　　　漂砂中での初生金特性の保存程度　　金粒・集積規模による分級度　　形態上の変質

　　　　　　漂砂中の化学的再沈殿金

　第3章　表成帯中での自然金変質の性質とタイポモーフ上の意義について

　　　　　　縁どり金の成因　　粒間ビリ金の起源　　自然金の変形と再結晶　　次生金の沈殿過程に

　　　　　　ついて　　酸化帯中での自然金のタイポモーフ上の特徴　　砂金のタイポモーフィズム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53一（483）
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まとめ

　5）　β・E・八甑6甚》oB　（1974）：「TeKToHHKa　H　MarMaTK3M　K）ro－3ana八Horo　o6paMJleHH∬CH6KpcKo茸

n湘丁ΦOPMH（シベリア卓状地南西縁の構造地質とマグマ作用）」，ネードラ出版所，モスクワ，199p・，

図34，表7，参248，25×18cm（露文），UDC：551・24＋552・16（235・223）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

地質構造とマグマ作用の関係問題の研究状況

層序

構造地質

マグマ作用

マグマ作用の区分原則

　始生代のマグマ＝コンプレックスと変成作用

　原生代前期のマグマ＝コンプレックスと変成作用

　リーフェイ期のマグマ＝コンプレックスと変成作用

　古生代前期のマグマ＝フォーメイションと変成作用

　デボン紀のマグマ＝フォーメイション

　中生一新生代噴出マグマ作用

構造地質・マグマ作用発達の規則性

　6）　P・騒・八y60β（1974）：「KoJm蔓ecTBeHHb【e　HccJle八oBaHH51reoxHMH買ecKHx　noJle敢双JI51noHcKoB

py朋Hx　MecTopo顯eH藺（鉱床探査のための地球化学揚の定量的研究）」，ナウカ出版所シベリア支

所，ノボシビ』一ルスク，277p．，図64，表7，計算図表18，参205，27×18cm（露文），UDC：550。8生

十550．85：519．283十519．281

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

第1部　地球化学場の統計学的解析と表現

　第1章　分布律の近似

　　§1概説

　　§2統計モデル

　　　　　標準分布　　ログノーマル分布　　g一分布

　　§3対称式の適用性と指標

　　§4　随意分布律の近似

　　　　　一次近似計算　　二次近似計算　　三次近似計算

　第2章　測定誤差

　　§1概説

　　§2測定値分散の解析と制御

　　　　　系統誤差とダイバージェンス　　分散と偶発誤差　　誤差評価の誤差　　記録の不連続性と

　　　　　群別化によって生ずる歪み　　測定感度限界　　測定必要数

　　§3　適当測定法の選択

　第3章　地球化学場における成分濃度分布の評価

　　§1概説

　　§2濃度の統計的分布と空問的分布の関係

　　　　　巨視的不均等性　　微視的不均等性

　　§3　平均値の混合

　　　　　試料の代表性と測定精度の影響　　測定値の空間的分布の影響（r急変」試料の問題の解決〉

　　§4高濃度場の表現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5手一（484）



　　　　　　　　　　　　　　　　　新着資料の紹介（資料室〉

　　　　有効示徴区分の原則　　平均法によるノイズの除去　　他のノイズ除去法　　グラフ用垂直

　　　　縮尺と図用等値線単位の選択

　　§5統計的特徴を備えた場の表現

　　　　　分散と対比　　パースペクティブ

　　§6平均化法による補正

第2部　直接的な問題と可逆的な問題

　第4章　直接的な問題の解決

　　§1出発公式

　　§2　濾過アノーマリー

　　　　　均質媒体　　段階的一均質媒体　　中間的吸着係数を有する媒体

　　§3拡散アノーマリー

　　　　　非吸着性媒体　　吸着性媒体

　　§4　濾過過程と拡散過程の一般的性質

　　§5複雑地球化学場の数学的モデル化

　　§6　ルーズな被覆層中の溜分による物質の再配列

　第5章　可逆的な問題の解決（地球化学場の解釈）

　　§1’概説

　　　　　出発空間分布とその再配列過程の評価　　元素の地球化学的移動性，アノーマリーの規模，

　　　　　その形式時間の評価

　　§2解釈の単純化

　　　　　指数函数で現わされる分布ハロー　　ガウスの函数で現わされる分布ハロー　　他の種のア

　　　　　ノーマリー

　　§3　アノーマリーの総合的解釈

まとめ

　7）　」亘。鼠．賦o泌俄蟄翼賦賦窺騒，協・C。C麗麗o戯J置oB（1972）：「HeTpo，πorH∬，MHHepaJlorH且H　reoxHMH鍛

Kap60HaTHToB　BocToqHoH　CH6apH（東シペリア地方カーボナタイトの岩石学，鉱物学と地球化学）」，

ナウカ出版所，モスクワ，265p。，図62，表77，参285，27×18cm（露文），UDC：552。1：550。4：549。1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

　カーボナタイト山塊の地質構造に関する情報

　カーボナタイト山塊形成のマグマ分化期に形成した岩石の岩石学的諸特徴

第1部　カーボナタイトの鉱物学と岩石学

　第1章第1期のカーボナタイト

　　　　　　鉱物組成　　構造と組織　　累帯性　　化学組成　　共生関係解析　　稀有金属鉱物

　第2章第2期のカーボナタイト

　　　　　　鉱物組成　　構造と組織　　累帯性　　化学組成　　共生関係解析　　稀有金属鉱物

　第3章第3期のカーボナタイト

　　　　　　鉱物組成　　累帯性　　構造と組織　　化学組成　　共生関係解析・　稀有金属鉱物

　第4章　第4期のカーボナタイト

　　　　　　鉱物組成　　構造と組織　　化学組成　　共生関係解析　　稀有金属鉱物

　第5章　カーボナタイトの生成条件

　　　　　　系の状態の指標としてのカーボナタイトの構造

第2部　カーボナタイト中の稀元素の地球化学

　第1章　チタン

　第2章　ジルコン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55一一（485）
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第3章
第4章
第5章

ニオブとタンタル

ストロンチウムとバリウム

ルビジウムとリチウム

　8）全ソ地質研究所（1974）：「赫eTo朋qecKoepyKoBo八cTBono　reomrHqecKo藪c6eMKeMac田Ta6a

1：50，000（5万分の1地質図幅作製法入門）」，ネードラ出版所レニングラード支所，全2巻，25×18

cm（露文）

　　　　　　　　　　　　第1巻目次（519p・，図144，表39，参392）

第1部　地質図幅の主な内容とその構成

　第1章　地質図化の目的・課題・原則

　第2章　1：50，000地質図幅作製範囲の準備

　　　　　　航空写真撮映　　空中地球物理探査　　その他の空中調査法　　2ないし3構造階構造地

　　　　　　域での当該準備の特徴

　第3章　計画立案と準備作業

　　　　　　調査計画の組立　　準備作業（航空写真の概略解読，空中調査法の綜合利用）　　準備作

　　　　　　業結果として組みたてられる記録

　第4章　野外調査の一般的な実施順序

　　　　　　地形基礎図への要求　　1構造階・2構造階・3構造階地域での地質図化実施の一般的な

　　　　　　順序と主な図作製法　　地質学的・地球物理学的・地球化学的その他の調査・観察ルート

　　　　　　と調査・観測点および調査坑道・試錐点の配置　　地質図作製に当って得た資料のグラフ

　　　　　　表現　　既地質図化地域の補足研究　　地質図化深度と図化体積

第2部　堆積層発達地域の地質図化

　第5章　堆積層の地質図化法

　　　　　　堆積岩に対する野外観察　　地質図化の過程（堆積岩発達地域での空中調査法適用の特徴．

　　　　　　主要層序断面の研究，層序細区分の追跡，堆積岩層中の構造運動反映現象一不整合・浸食

　　　　　　・摺曲・断裂一の検討，構造判定）　　堆積層地質図化資料にもとづく解釈と結論

第3部　マグマ岩発達地域の地質図化

　第6章　マグマ岩の分類

　第7章　火山源層発達地域の地質図化

　　　　　　航空写真資料の事前解読と地質図素図の組立（噴出岩・爆裂火道岩・サブボルカニック岩

　　　　　　物質組成の解読，火山区の航空写真の機械解読）　　成層火山源層の地質図化法（相組成

　　　　　　とその特徴による成層火山源層のタイプ，火山源層を構成する熔岩と凝灰岩の量比，海底

　　　　　　・陸上火山源層の区分指標，露頭岩石の野外での同定と記載，噴出岩と凝灰岩の走向・傾

　　　　　　斜の決定，土壌・被覆層と被覆層初成傾斜角の確認，火山活動の休止と地層走向・傾斜で

　　　　　　の不整合の確認，火山源層の区分，火山起源の構造形態の識別と研究，摺曲構造と構造断

　　　　　　層の研究）　　爆裂火道岩体とサブボルカニック岩体の地質図化法（爆裂火道岩体とサブ

　　　　　　ボルカニック岩体の指標，爆裂火道岩体とサブボルカニック岩体の物質組成の研究，古火

　　　　　　道の解明，火道の内部構造の研究）　　火山岩のプロトテクトニック要素の研究（流理構

　　　　　　造）　　火山源岩の微構造解析　　後マグマ性熱水変質岩の研究　　鉱物学的特徴と地球

　　　　　　化学的特徴の解明のための当該火山源岩サンプリング法）

　第8章　貫入岩体発達地域の地質図化

　　　　　　貫入岩体の地質図化の内容　　貫入岩体接触部の研究　　貫入時相の解明　　貫入岩相の

　　　　　　解明　　脈状岩の研究　　プロトテクトニックス要素の研究　　接触変質岩と熱水変質岩

　　　　　　の研究　　後貫入性断層の研究　　後貫入性岩脈の研究　　貫入岩のサンプリング　　2

　　　　　　構造階構造と3構造階構造を有する地域の貫入岩体研究の特徴　　貫入岩体からなる地域
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　　　　　　の地質図化の際の航空写真資料の利用

　第9章　地質図化資料の処理とマグマ岩の特別な研究

　　　　　室内処理法（岩石学的研究，鉱物学的研究法，岩石化学的特徴の研究，地球化学的特徴の

　　　　　研究，物理的性質の研究，絶対地質年代の測定）　　室内作業結果のまとめと解釈（地質

　　　　　　区分と対比，フォーメイション所属性の決定，地質図と地質断面の組立の特徴，マグマ生

　　　　　成体のメタ・ジェニック特性の決定）　　岩石成因別組立（古火山の復元，古火山復元結

　　　　　果の図示，貫入岩生成深度の決定，貫入岩削剥断面深度の決定，プルトン生成機構の確定，

　　　　　　貫入岩形成過程の研究，同源マグマ性の確認，地質発達史と貫入マグマ作用過程との関係

　　　　　　の確認）　　宇宙起源の円形構造

第4部　変成岩系発達地域の地質図化

　第10章　変成岩層の地質図化法

　　　　　　変成岩層の層序区分法（変成岩層区分の一般原則）　　変成岩層・変成帯地質図化のため

　　　　　　の空中調査法　　変成岩層の相互関係の研究（断面の記載，不整合の解明，鍵層の把握）

　　　　　　変成岩層の古生物学的区分法　　変成岩の放射能利用絶対年代測定法　　変成岩層の構造

　　　　　　の研究（変成岩層の構造の特徴，露頭における構造形態の研究1地質図化過程での大規模

　　　　　　構造形態の把握）　　変成岩の初成性質解明法（オルソ変成岩とパラ変成岩の区分規準，

　　　　　　堆積一被変成岩生成条件の解明）　　元素の共存関係と活性系列の研究にもとづく被変成

　　　　　　堆積層系生成条件の決定　　先カンブリア系被変成風化殻の研究　　広域変成過程の研究

　　　　　　法（変成相の区分，変成帯の図化，摺曲作用と変成作用の相関関係の研究）　　超変成コ

　　　　　　ンプレックスの地質図化　　交代過程の研究　　地質図幅での変成現象表現に関する観告

　　　　　　変成コンプレックスのメタロジェニー特殊化の特徴にっいて（変成コンプレックスの鉱体

　　　　　　胚胎継承性，変成コンプレックスの変成源鉱床胚胎性）

第5部　第四系と風化殻の地質図化

　第11章　第四系の地質図化

　　　　　　当該地質図化の一般的な課題　　層序区分　　所属生成タイプの決定　　研究法　　地質

　　　　　　図幅　　第四系研究資料の処理と解釈　　第四系地質図幅作製での航空調査法利用の特徴

　第12章　風化殻発達地域地質図化の特徴

　　　　　　風化殻の生成条件とタイプ　　風化殻発達地域の地質図化の一般的課題と特徴　　地形条

　　　　　　件に関係ある風化殻分布規則性の研究　　風化殻の層序研究の原則　　風化殻研究に当っ

　　　　　　てのトレンチと試錐利用の特徴　　風化殻の野外記録と堆積相組成の研究　　残留堆積岩

　　　　　　の室内研究　　風化殻発達地域の大縮尺地質図の組立法と内容　　風化殻発達地域の特殊

　　　　　　地質図幅用岩石記号の条件

付録1，2

　　　　　　　　　　　　　　第2巻（256p・，図70，表8，参392）

　第1章地形学的考察

　　　　　　各種起源の地形の研究に用いる方法の各特徴　　地形研究の航空写真法

　第2章　水理地質学的考察

　　　　　　水理地質の解析

　第3章　土木地質学的考察

　　　　　　岩石の地質工学的性質の研究　　物理地質現象の研究　　土木地質の解析

　第4章　地球物理学的方法の適用

　　　　　　堆積岩　　火山源層　　貫入岩　　変成岩層　　断層の研究

　第5章　水理化学的研究

　第6章　植物地理学的研究と生物地球化学的研究

　　　　　　野外植物地理学的・生物地球化学的研究　　植物地理学的データの処理と解釈　　生物地

57一（487）



地質調査所月報（第26巻第9号）

　　　　　球化学的データの処理と解釈

第7章　水域の地質図化の特徴

　　　　　海底航空写真など撮映映像の地質一地形学的解析　　海底試料の採取　　地震一音響法

　　　　　水中テレビジョン受像　　潜水による研究　　海底撮映　　海底の地形と地貌の研究

　　　　　地球物理学的研究作業

第8章　有用鉱物の探査法

　　　　　航空写真法　　肉眼的探査法（地質学的方法，植物地理学的方法）　　椀かけ法　　地球

　　　　　物理学的方法　　地球物理学的方法による有用鉱物の直接探査（鉄鉱床，クロム鉄鉱鉱床，

　　　　　ボーキサイト鉱床，硫化物鉱床）　　地化学探査法（地球化学的方法の比較特性と適用条

　　　　　件，地化学探査サンプリング，地化学探査試料の分析と分析結果の処理，地球化学アノー

　　　　　マリーの解釈と鉱床示徴の評価，図示表現法）　　地質構成と有用鉱物組合せを異にする

　　　　　地域での探査作業の特殊化（卓状地地域と摺曲地域の油田と天然ガス田，卓状地地域の堆

　　　　　積成有用鉱物資源，摺曲地区の堆積成有用鉱物資源，第四系と関係する有用鉱物資源）

　　　　　有用鉱物資源探査結果を表現した図の内容と組立法

第9章　地質図化法と調査法の組合せ決定への定量的指数の利用

　　　　　方法組合せの選択　　各種タイプの地域における代表的方法組合せ　　方法組合せ適用効

　　　　　果の評価
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