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付表：鉱物の化学分析，その計算，物理的性質

　1：鉱石鉱物　　　2：かんらん石と斜方輝石　　　3：超塩基性岩のカルシウム角閃石　　　4：

　カミングトン角閃石一鉄閃石　　　5：直閃石一ゼードル角閃石　　　6：雲母と緑泥石　　　7：

　母岩のカルシウム角閃石　　　8二単斜輝石　　　9：ざくろ石　　　10：燐灰石・電気石・フフェ

　ーン・緑簾石・褐簾石　　　11：鉱石鉱物の微硬度　　　12：440－690nm範囲での鉱石鉱物の反射

　能（絶対％）　　　13：超塩基性岩のカルシウム角閃石の光学的性質　　　14：カミングトン角閃石

　の光学的性質　　　15；雲母の光学的性質　　　16：母岩のカルシウム角閃石の光学的性質　　　17

　　ざくろ石の物理的性質　　　18＝ざくろ石の組成　　　19＝鉱物のデバエグラム

　2）　ソ連科学アカデミー極東科学センター（1974）；「AHoMa抽Hble　rpaBKT餌且oHHHe　Ho朋皿a涯bH－

eBocToHHHx　oKpaKHHbIK　Mope路H　Hp断eram斑e敢qacTH　THxoro　oKeaHa（極東諸縁海と太平洋隣接

地域の重力異常域）」，ナウカ出版所シベリア支所，ノボシビールスク，108P。，図42，表1，参136，26×

17cm（露文〉
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　重力探査研究史，測定機器，図化法，精度

　海底重力測定の補正，ファイ補正，ブーゲー補正，地形一均衡補正

　均衡重力異常計算法

　実際厚度と理論厚度の関係にもとづく地殻の均衡状態評価法

　複対数計算図表を利用したブーゲー異常の解釈法

　地殻平均密度図構成法，その重力の影響の計算法，上部マントルの密度不均等性に起因した

　重力異常区分法

　上部半空間への重力場変形法

異常重力場とその調査水域深部構造との関係

　ブーゲー補正後の重力異常

　ファイ補正後の重力異常

　上部半空間への変形による異常重力場の変化

　理論上の重力異常

調査水域の地殻の均衡状態

　均衡重力異常による地殻の平衡の評価

　実際厚度と理論厚度の関係にもとづいた地殻の平衡の評価

　圧力計算にもとづいた地殻の平衡の評価

　地震発生度と地殻均衡状態との関係

　新期および現世の地殻運動とアイソスタシーの相関性

重力測定資料による調査水域の深部構造

　重力測定資料による地殻と上部マントルの深在断層および地塊一地層構造

　重力測定資料と地震資料の総合解釈にもとづく地殻と上部マントルの構成物質密度の不均一

　性　　　　｛

　上部半空間への重力場の変形結果による上部マントル物質密度の不均一性

　上部マントル密度の不均一性とその分布規則性の比較評価

　上部マントルの密度不均一性と諸作用
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　3）　ソ連科学アカデミー一鉱床生成作用科学委轟会編（1974）；「PyAHocHHe　KopH　BHBeTp冊aHH只（含

鉱風化殻）」，ナウカ出版所，モスクワ，358p・，27×18cm（露文）
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KM（：）・Byre溢CK磁；キューバの風化殻の推定ボーキサイト胚胎性にっいて（図5・表1・参9〉
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K．K．HHKHTHH：超塩基性岩の風化殻とそのニッケル胚胎性（表1，参10）
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　（表1，参2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。132＿136
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．143－151
H・A・》KypaBπeBaほか2：セロフ鉱床コバルトーニッケル鉱の含鉄型について（表5，参28）p・152－162

JI．H．KoHoHoBaほか2：セロフ表成ニッケル鉱床（表3，参11）　　　　　　　　　　　p。163－172

H・B・HeTpoBcKaHほか1＝風化殻中の金（図4，参28）　　　　　　　　　　　　　　p・173－182

9・B・瓢e価HKqyK：風化殻生成過程に関連したウクライナ楯状地北東部の含金性に関する問題によせ

　て（図1，表1，参4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．183＿185

H・B・HecTepoB：太平洋帯ソ連領の金鉱床と風化殻との関係にっv・て（図2，表1，参3）p，186－191

B・A・CTaHHKoB：砂金鉱床生成作用における古ゴッサンの役割（参16）　　　　　　　　p。192－196

JI・双・PycaKoBa：含金含銅硫化鉄鉱鉱床の表成累帯構造（表1，参23）　　　　　　　　p。197－202

H、E・KypeHKHHaほか2：チェルニャン鉱床脈状炭酸塩一珪酸塩岩の含チタン！風化殻（表4）
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K）・JI・KaHycTHH；カーボナタイト風化殻の構造と鉱物（表1・参5）　　　　　　　　p・218－223
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B・T・Horpe6Ho茸ほかl　l沿ドニエプル地方結晶岩風化殻のタンタル含有性の展望にっv・てp・229－233
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．271－277
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B・瓢・只Ky皿eB：マリ共和国サバンナ帯風化残留層の鉱物資源（図1，参11）

A・H。ΦOKHH：風化殻と鉱床酸化帯（表3，参7）

刀・A・瓢aTBeeBa：有機鉱物化合物の性質と風化過程でのその役割（図4，表1

B・A・BPOHeBO茸；

参11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
　　　　　　　　理論的多湿風化作用モデルとボーキサイト生成の諸間題（図2，表2，参23）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。307－317

E・F・KyKoBcKH顔風化作用によるアルモ珪酸塩と珪酸塩の構造転移にっいて（参12）　　P・318－323

瓢瓢H肪BHUK曲ほか2：カルナウホフスキー山塊の超塩基性岩とその風化殻のニッケル，コバルト，

　クロム，鉄の傾向分析（図1，表7，参7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。324－331

K）・K・ByPKOBほか2：風化殻の生成条件・鉱床胚胎性研究への統計学の総合利用（図4，参6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．332－340

K）・B・BaHbmHHほか3：南ウラル地方の風化殻の研究を例とした外因性地質過程の絶対年代測定への
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参25）

P．278－283

p．284－290

p．291－296

P．297－306

　4）　3・r・，凪甑cT麗闘o協，憂く・昼》・蚕《o駐aJ亙e駐（1975）：「TeKcTypbl　H　cTpyKTypbl　rH八poTepMa，πbHo－oca一

八oqHHx　Ko朋e八aHHoHo朋MeTa朋HqecKHx　PyA　O3ePHoro　MecToPo瓶AeH朋（オゼルヌィ鉱床熱水一

堆積硫化鉄鉱一多金属鉱石の構造と組織）」，ソ連科学テカデミー　シベリア支部地質・地球物理研究所

報告，179号，本文72p・，図版195，図18，表2，27×18cm（露文），UDC：553・277＝44
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　5）　匠0・Φ・qeMe麗o駐，8・賄。『麗」亘闘翼監醜醜（1974）：「norpe6eHHbl茸pe，πbeΦ　HJlaTΦopM　H　MeTo八bI

erO　H3yqeH朋（卓状地の埋没起伏とその研究法）」，ネドラ出版所レニングラード支所，207p・，図48，
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　4。3，古水理地質学的解析法

　4．4・地球物理学的方法

　4。5・数学的方法

　4・6・古地形学的・地形学的方法

5。埋没起伏図の編纂

　5．L　古地形図の編纂

　5．2・　コンピュータによる埋没起伏図の編纂

6，埋没起伏の復元

　6・L　広域埋没地形復元の試み

　6・2・広域陸・水域埋没起伏復元の試み

　6・3・　その他の埋没起伏復元の試み

7．埋没起伏と鉱物資源

　7．L　炭層

　7．2。　ボーキサイト

　7。3。砂鉱

　7．4，石油と天然ガス

　7．5・その他の鉱物資源

8．　まとめ

　6）K）．B。晦3躍鵬（1972）：「meTacoMaT照M　r瓢poTepMa茄Hblx　MecTopo撫双eH曲（熱水鉱床

の交代鉱床）」，ネドラ出版所レニングラード支所，144p・，図24，表17，参129，22×15cm（露文），

UDC：553．22：553，065

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

第1章　交代作用に関する認識の一般的な問題

第2章　交代過程の理論の諸要素

第3章　側岩の研究法

第4章　低温熱水鉱床の側岩

第5章　現世・古期火山作用地域の低温鉱床の側岩
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第6章　脈状・網状中温熱水鉱床の側岩

第7章脈状・網状高温熱水鉱床の側岩

第8章　交代岩の生成型式とその鉱床規制上の意義

　7）　ブルガリア科学アカデミー地質研究所編（1974）：「瓢HHeporeHe3Hc（鉱物成因論）」，ブルガリ

ア科学アカデミー出版所，ソフィア，457p・，25×18cm（本文：露文・英文・ブルガリア文・独文，

抄録：英文・露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
還暦を迎えた科学アカデミー会員イワン　コストフ教授（英文）　　　　　　　　　　　　P・13－20

B・H・CMHpHoBほか2：鉱物研究におけるX線スペクトル微量分析（図5，表2，参22，露文）P・31－42

Φ・B・qyxpoB：熱水一堆積鉱床にっいて（表1，参23，露文）　　　　　　　　　　　　　p・43－53

r・C双30双eHH八3e：先カンブリア紀の火山作用について（参19，露文）　　　　　　　　p・55－62

H・H・田laΦpaEOBCKH茸：鉱物学的結晶学における対称性一複対称性の一般原理（図2，参10，露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．63－68
双・n・FPKrOPbeB＝結晶の組織一自動微光度計による結晶の累帯構造の研究（図7，参8，露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．69－77
砂川一郎：自然界における結晶の成長（図7，参25，図版3，英文）　　　　　　　　　　　p・79－89

「・n・BapcaHoBほか3：磁鉄鉱一マグネシオフェライト類質同像系の天然のフェライトー酸化物の諸

　性質にっいて（図5，参15，露文）　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　P・91－100

B・A・ΦpaHK－KaMeHe玖KH貢ほか1＝熱水条件下のゲルと粘土鉱物の構造転移（図5，参20，露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．101－110

P・Hartman二螢石の晶相について（図1，表1，参27，英文）　　　　　　　　　　　　P．111－117

w・Now＆ckiほか5：硫塩にっいての2・3の新研究（図1，参5，英文）　　　　　　p・119－124

E・K・双a3apeHKoほか1：新資料に照したペグマタイトに関する認識（参38，露文）　　　p・125－132

A・C　HoBapeHHHx；鉱物の組成と性質との相関性および性質間の関連性（図3，参16，露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。133－138

A。A．ro八oBKKoBほか1：金属塩化物と半金属硫化物の相互反応による銀の硫塩の合成（表1，参32，

　露文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・139－146

A・Beranほか2：オーストリア国ワルドバッハ近郊ブッシュワルド鉄鉱床産ざくろ石の化学組成（表

　1，参10，英文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。147－150

n・rle田eBほか3：化学的移動反応によるα一Fe203単結晶の合成にっいて　（図5，表4，参26，露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．151－160

L・Kopeckyほか1：北ボヘミア地方トレベニッツェ近郊丁一7号井産超変成岩の縞状構造（図2，表

　3，参12，独文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　P’161一169

H・温HHqeBa－CTeΦaHoBa二閃亜鉛鉱結晶の累帯構造にっv・て（図14，表1，参18，露文）　p．171－188

G・K・Kirov・：2反応物質のカウンター拡散による一次沈殿（図3，表1，参11，英文）　p・189－197

H・BoHeB：黄銅鉱中の骨格状閃亜鉛鉱包有物とその成因（図3，参16，露文，図版2）　　p・199－209

JI・ΦK朋30Baほか1：ヒューランダイトとクリノプチロライトの化学的性質（図2，表4，参20，露

　文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．211－218

T・r・Pa八oHoBaほか1：パナギュリシュテ地方アサレル銅鉱床産葉蝋石（図3，表3，参21，ブルガ

　リア文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．219－227

B・BpecKoBcKaほか1：燐酸イットリウム鉱とモナズ石の連晶例（図2，表3，参13，ブ文）P・229－236

T・To八opoBほか1：リシオフォライトーブルガリアの新鉱物（図1，表2，参11，ブ文）P・237－241

瓢・H・瓢飢eeB；中央ロドプ山脈ミハルコボ螢石鉱床地区産ハンタイト（図4，表3，参17，ブ文，図

　版2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．243－251

　　　　　　　　　　　　　　　　　58一（180）



新着資料の紹介（資料室）

几rpo3八aHoB：ビトシヤ山脈リパタ鉱山ペグマタイト産黒雲母（図2，参19，ブ文）　　p．253－261

B・BorAaHOB，ほか1：パナギュリシュテ鉱床生成域銅一黄鉄鉱鉱床の鉱物共生関係　（図10，参14，ブ

文）　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。263－275

巫・CTeΦaHOBaほか1：ソフィア地区スビドニャ村付近の黒雲母一カタフォライトーランプロアイト

産燐灰石の成因的および化学的特徴（図3，表2，参11，ブ文）　　　　　　　　　　　p・277－285

E几A肥KcHeB：地殻花闘岩層の成因の地球化学的規準（図2，表2，参33，ブ文）　　　p．287－297

H・瓢・HBaHoB：花闘岩ペグマタイトの成因的分類にっいて（図1，表1，参58，露文）　P，299－314

B・APHayAOBほか3：長石中の鉛同位体組成に関するデータから決定した南ブルガリアのペグマタイ

　トの絶対年代と成因（図2，表1，参45，ブ文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　p・315－332

嫉・CTeΦaHOBaほか1：ランプロアイト質ソジウムーアルカリ岩の地球化学と鉛同位体組成（表5，参

　22，ブ文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．333－348

st・B・ya両ie▽；バルカン半島の先中生代基盤の同位体年代決定の結果にっいて（図2，表1，参磁，英

　文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．349－363

E汀．双KMHTPOBaほか1：西バルカン！山脈における輝緑岩一千枚岩類岩系の岩石学的研究（図3，表3，

　参28，ブ文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。365－378

E・Ko氷yxapOBaほか1：サカル山脈南斜面産およびジミトロフグラード地区産先カンブリア紀変成マ

　グマ岩岩脈（図2，表2，参6，ブ文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．379－386

P・ApHayAoBa；オスソゴボ第三紀マグマ岩晶出過程の特徴（図3，表1，参14，ブ文）　P・387－394

HB・Be朋HOB：西スレドノゴリエ地方白亜紀後期熱水変質火山岩と沸石との関係　（図5，表1，参19，

　ブ文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。395－404

H・Neels：微結晶沈殿物の研究（図16，表3，参19，英文）　　　　　　　　　　　　　　P．405－417

B．r．Ko肋KOBC盟ほか1：ブルガス地方バルリ＝ブリャグ銅鉱床産ビスマス硫塩鉱物（図版1，表6，

　参30，露文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・419－436

CT・qH四aKOBaほか1：パナギュリシュテ鉱床生成域エルシツァ＝西銅一黄鉄鉱鉱床およびゴリャモ＝ペ

　テロボ高原のアージリサイトの生成タイプ（図4，表4，参30，ブ文，図版1）　　　　p・437－453

8）　ソ連地質省全ソ地質研究所（1974）；「TepM四ecKH厳aHa朋3MHHepaπoB　H　ropHHx　HopoA　（鉱

物と岩石の熱分析）」，ネドラ出版所レニングラード支所，399p・，図233，表36，文献271，22×15cm

（露文），UDC：543226：549＋552

　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
第1部　熱分析法にっいて

　　示差熱分析法と熱重力分析法についての概況

　　サーモグラムの説明と解読

　　　加熱曲線の幾何学的解析　　サーモグラムの性質に影響する実験の要素　　示差熱曲線を規

　　　　制する熱効果の物理化学的性質の把握

　　示差熱曲線による銅物の同定

　　鉱物とその天然の機械的混合物の定性分析

　　天然多鉱物混合物の定量分析

　　熱分析試料の調整

　　鉱物・岩石熱分析用機器

　　鉱物同定へのコンピュータの利用にっいて（炭酸塩鉱物の場合）

　　熱分析資料記載にっいての提言

第2部　鉱物のサーモグラムとその解釈

　　自然元素

　　硫化物と砒化物
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　　　　研究法　　砒化物　　硫化物

　　　酸化物と水酸化物

　　　　酸化鉄と水酸化鉄　　酸化マンガンと水酸化マンガン　　鋼玉　　水酸化アルミニウム

　　　珪酸塩

　　　　　ざくろ石　　ベスビアナイトと緑簾石族鉱物　　葡萄石とパンペリアイト　角閃石　　セ

　　　　　ピオライトとパリゴルスカイト　　蛇紋石　　滑石と葉蝋石　　雲母　　バーミキュライト

　　　　　と加水黒雲母　　加永雲母と同類似鉱物　　粘土鉱物　　粘土鉱物と風化殻　　加水マグネ

　　　　　シウム珪酸塩と加水ニッケル珪酸塩　　緑泥石　　沸石

　　　炭酸塩

　　　硫酸塩

　　　燐酸塩

　　　ハロゲン塩

　　　銅鉱物

　　　鉛鉱物，鉄鉱物，亜鉛鉱物

第3部　岩石の熱分析

　　　熱水変質超塩基性岩・塩基性岩のサーモグラム記録にっいて

　　　熱水変質超塩基性岩

　　　熱水変質はんれい岩

　　　変質塩基性火山源岩・同火山披璃

　　　　　ゴルヌィ　アルタイの低度広域変成岩　　ウクライナのオフィオライト岩系変輝緑岩　　ム

　　　　　ゴジャールのシルル紀　　スピライトー輝緑岩岩系　　カムチャッカの地向斜初期火山岩

　　　銅硫化物鉱床の酸化帯

　　　　　銅硫化物鉱床酸化帯産銅鉱物の人工混合物　　カリマルイク斑岩銅鉱床酸化帯産天然試料の

　　　　　サーモグラム

第4部　天然有機物と黒鉛の熱分析

　　　各種タイプ有機物の研究法

　　　植物一草炭生成体

　　　草炭

　　　リグナイトと褐炭

　　　渥青炭

　　　腐泥粘土と可燃性頁岩

　　　渥青

　　　號珀

　　　黒鉛

　　　変成作用もしくは輻射エネルギーを受けた天然有機物

　　　　　広域造進変成作用によって生じた黒鉛　　後退変成作用によって生じた黒鉛　　接触変成石

　　　　　炭　　断層帯中の石炭　　輻射エネルギーの作用を受けた渥青と石炭

　　　変成過程における有機物と無機物の変質の比較

　　　分散有機物を含有する岩石

　　　　　概説　　炭質物一黒鉛質物を含む岩石の層序・構造対比へのサーモグラムの利用にっいて

　　　　　熱分析を用いた含黒鉛大理石変成度の確定　　熱分析を利周した爽炭陸源一珪岩層変成度の

　　　　　決定

　9）　魅．B・賊く凪題翌o協，T・瓦匿。瓢総」置監o協麗（1973）；「HpoHcxo》K八eHHe》Ke汲e3HcTblx　KBapUHToB30H

6a3HΦHKay照（基盤化帯含鉄珪岩の起源）」，ネドラ出版所レニングラード支所，1g　P・，表6，参24，
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22×15cm（露文），UDC：553．318

コラ半島の含鉄珪岩

含鉄珪岩と同随伴岩石の生成

交代作用溶液の組成
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