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唱）　J置。盟。皿題6闘翌盟闘（1974）＝「Py八HHe　MecTopo》K八eHH只BΦopMaUHH　MarHe3Ha・πbHNx　cKapHoB

　（マグネシア＝スカルン＝フォーメイション中の鉱床）」，ネドラ出版所，モスクワ，287P，図62，表15，

　参529，27×18cm（露文），UDC553・064＋553・061（12＋2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

第1章　マグネシア＝スカルンに関する一般情報

　　　1　マグネシア炭酸塩岩の花商岩化作用生成体としてのマグネシアニスカルン

　　　2　炭酸塩岩部層の構造と組成の均質度に規制されるマグネシァ＝スカルンの交代性異帯配列の

　　　　形態的特徴

　　　3　マグネシア＝スカルン体の規模と形態

　　　4　後マグマ期のマグネシア＝スカルン

　　　5　マグネシア＝スカルン岩系の石灰スカルン

　　　6　マグネシア＝スカルン岩系岩石の鉱物学的・岩石学的特徴

第2章　関係鉱床研究の現状とその問題点の幾つかの側面

　　　1　堆積相条件，構造地質環境，深度条件に規制される一般的特徴

　　　2　スカルン鉱床分類上の未解決の問題

　　　3　スカルン化作用を受ける炭酸塩岩の組成の問題

　　　4　火成活動と鉱床分布規則性の関係

第3章　棚素のマグネシア＝スカルン鉱床

　A　総説
　B　鉱床の地質学的賦存条件と一般的特徴

　C　深成相の鉱床

南ヤクート地方レグリエル鉱床田

中部スエーデンの鉱床

アメリカの鉱床

中国の鉱床

D　半深成相の鉱床

　　　1　深度相条件による一般的特徴

　　　2　テミル＝タウ鉱床

　　　3　米国モンタナ州リデンプション鉱床

　　　4　ソ連北東地方の鉱床

第4章　金，銀，鍋鉛，亜鉛，ビスマス，砒素のマグネシァ＝スカルン鉱床

　A　鉱床の地質学的賦存条件と一般的特徴

　B　深成相の鉱床

1
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中部スエーデンの鉱床

米国コロラド州コトパクシ銅，亜鉛鉱床

米国ニューヨーク州ボルマット亜鉛鉱床

カナダ，ケルメット亜鉛鉱床

C　半深成相の鉱床
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金鉱床

　タルダン鉱床

　ナタリエフ鉱床

　米国モンタナ州ケイブル鉱床

　米国ユタ州コットンウッド鉱床田

　米国ユタ州ゴールドニヒル鉱床田

　ポーランド，レイヘイシテイン金一砒素鉱床

　東サヤンとクズネツキー＝アラタウの鉱床

銅鉱床

　朝鮮北部，遂安鉱床田と笏洞鉱床田の鉱床

　ピトキャランタ鉱床田の鉱床

　ブルガリア，マルコ　チルノヴォ鉱床田の鉱床

　米国ユタ州サンフランシスコ区とビーバー　レイク　マウンティン区の鉱床

　米国アイダホ州ブリュス　イステイト鉱床

　米国ネバダ州ブラインド　マウンティン鉱床

　ル㎞マニア，オラビツァニモルドバ　ノバ地区の鉱床

　米国コロイド州カッパー　キング鉱山の鉱床

多金属鉱床

　カンサイ鉱床田とジャンガルィク鉱床田の鉱床

　アルマルイク鉱床田の鉱床

　チリャグリサイ鉱床

　カラサイ鉱床

　チョカダムブラク蒼鉛鉱床

　クズネツキー　アラタウ山脈東斜面の鉱床

　モリブデンとタングステンの鉱床

モリブデン鉱床

1　カナダ，ケベック州の鉱床

タングステンの鉱床

先カンブリア系結晶岩コンプレックス中の灰重石鉱床

1　カレリア自治共和国の鉱床

半深成相の灰重石鉱床

第6章
　A

　β

C
a

1　東ザバイカル，ブイストリンスキー鉱床

2　西ウズベク，トィム鉱床

3　マイフーラ錫石一灰重石鉱床

4　米国ユタ州オールド　ヒッコリー鉱床

5　中国南部の諸鉱床

6　北ノールウェー，モスエン区の鉱床

　マグネシア＝スカルン岩系中の錫鉱床と稀少金属鉱床

総説

先カンブリア系片麻岩コンプレックス中の錫鉱床

1　キテリャ鉱床

2　ホプンヴァラ鉱床

半深成錫鉱床

　弱グライゼン化の鉱床

1　ソ連北東地方チバガラフ鉱床
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第7章

　キルギス，ベレコヴォエ鉱床など

　マレーシア，ビートリス鉱山の鉱床

スカルンーグライゼン錫鉱床

1　中国南部の鉱床

2　アラスカ州シユアード半島の鉱床

3　カザフ共和国の鉱床

4　中央アジァの鉱床

5　米国ニューメキシコ州アイアン　マウンティン鉱床

6　米国ニューメキシコ州ビクトリア　マウンティン鉱床

周期的縞状構造の成因について

苦灰岩質媒体の役割と石灰岩からのr縞状岩」と生成の可能性

　マグネシア＝スカルン岩系石灰スカルン中の鉱床

　米国アリゾナ州クリスマス銅鉱床

　米国アイダホ州オールド　クリーク鉱床田の多金属鉱床とマッケイ銅鉱床

　米国ネバダ州レイルロード鉱床田の多金属鉱床

　米国コロラド州の灰重石鉱床

　米国カリフォルニア州ラウンド　バレイ灰重石鉱床

　　オーストラリア，キング　アイランド灰重石鉱床

　　中国箇旧地区の鉱床

まとめ

2）B・鼠Be醜硲（1974）；r巫HHepa涯orH∬H　reHe3Hc60KcHToB　K）〉KHoro　T騒MaHa（南チマン地方ボ

　ーキサイトの鉱物学的研究と成因）」，ナウカ出版所レニングラ・一ド支所，184P・，図73，表33，参170，

　26×117cm（露文），UDC553。492．1＋552・517・1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

第1章　南チマン地方ボーキサイト発見・研究史

第2章　調査地域の地質と発達史の特徴

　　　層序と堆積相の特徴

　　　　　古期層　　古生界

　　　構造と構造運動の特徴

　　　調査地域の堆積作用と発達の歴史

第3章　ボーキサイト鉱床の産状と構造

　　　チムシェル＝プズラー地区の鉱床

　　　ケドヴァ＝トブィス地区の鉱床

第4章　調査・研究法

　　　調査研究法とその適用範囲の評価

　　　ボーキサイト構成鉱物の定量分析法の開発によせて

　　　研究結果の総括原則について

第5章　ボーキサイト鉱床母岩の堆積相と組織・構造の特徴

　　　泥質岩

　　　非限定ボーキサイト質岩

　　　ボーキサイト

第6章　主要ボーキサイト鉱床の化学的・鉱物学的特徴と成分分布

　　　チムシェル讐プズラー地区の鉱床

　　　ケドヴァ＝トブィス地区の鉱床
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第7章　鉱物，その特徴と成因

　　　遊離アルミナの鉱物

　　　粘土鉱物

　　　酸化鉄と水酸化鉄の鉱物

　　　硫化物鉱物

　　　硫酸塩鉱物

　　　炭酸塩鉱物

　　　2酸化チタンの鉱物

　　　その他の鉱物

第8章　南チマン地方のボーキサイトの成因問題

　　　アルミナの起源の問題

　　　　　基盤結晶片岩の風化殻　　塩基性岩の風化殻　　デボン系粘土一炭酸塩岩とその崖錐生成物

　　　　　の風化殻　　デボン系上のラテライト型古風化殻賦存示徴

　　　アルミナの運搬形態

　　　南チマン地方ボーキサイトの一般成因様式と後堆積変質の性格

まとめ

3）極東科学センター（1974）：「KaM畷aTKa，KypH恥cKHe　H　KoMaH双opcK騒e　ocTpoBa（カムチャツカ，

　千島列島，コマンドルスキー諸島）」，シリーズrシベリア・極東地形発達史」，ナウカ出版所，モス

　クワ，439p・，図128，表18，参286，127×18cm（露文），UDC55L4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

千島一カムチャツカ区の地形と現世構造

　地形の特徴

　現世の構造と地形の関係

古地形形成史

　千島一カムチャツカ区の新生界

　古地形発達の各段階

地形発達史上の最新期

　最新期地形発達期の長さ，段階，研究法

カムチャツカ半島現世地形発達史

　削剥一構造山群

　削剥一火山成一構造山群

　火山山群と火山平野

　中央カムチャツカ沈降凹地の堆積面

　西カムチャツカと東カムチャツカの低山山塊と基盤面

列島弧現世地形発達史

　千島列島弧外帯山脈

　千島列島弧内帯山脈

　コマンドルスキー諸島

千島一カムチャツカ区現世地形形成の主要段階

地形の主要形成要素

　ネオテクトニックス

　新期火山活動

　河蝕作用

　第四紀氷河作用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66一（140）
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まとめ

4）「Hpo6配Mbl　pemoH飢bH磁MeTo朋oreHHK（広域メタロジェニーの諸問題）」，全ソ地質研究所報

　告，新シリーズ，第191巻，219P・，27×18cm（露文），UDC553・078

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
H。瓢．TaTapHHoB；Yu．A。Bilibinとソ連のメタロジェニー　　　　　　　　　　　　　　　P・5－7

B・r・Fpy皿eBo茸；地向斜一摺曲区のメタロジェニー（参19）　　　　一　　　　　　　　　　P・8－22

K）・「・CTapH耶H泳卓状地メタロジェニーの基本問題（参62）　　　　　　　　　　　　　p。23－40

T。B．BH朋6uH：楯状地とそのアクチビゼーション城のメタロジェニーの特徴（参62，表1）P。41－61

E．几KapHoBa二構造運動一火成活動アクチビゼーション域のメタロジェニー（図4，表3，参66）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。62－101

瓢・H・H皿KKCOH：地殻の火山源帯，大規模地体構造単位・タイプと鉱床生成区の関係（環太平洋帯の場

　合（図7，表1，参30）　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．102－120
B・C双oMapeB：鉱床地域のメタロジェニー特性の層序一堆積相要素（参43）　　　　　　　p・121－136

B・C・双oMapeB：鉱床の分布に対する変成作用の役割（参39）　　　　　　　　　　　　　　P・137－151

F・B・H翼HKcoH：鉱石物質供給変成源系の構造一地球化学タイプ（図9，表2，参63）　　　p・152－185

B。C。KOPM甑H皿b田et　al：鉱石フォーメションを基礎とした内因性鉱床の一般分類原則（表1，参44）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．186－205

几B・Py瓢KBHcT：メタロジェニー分析による地質過程の周期性と輪廻性の研究（参21）　P・206－219

5）　鉱床地質学・岩石学・鉱物学・地球化学研究所（1974）：rKopa　BHBeTpHBaH朋（風化殻）」，第14

　集，ナウカ出版所，モスクワ，275p・，27×18cm（露文），UDC55L31L231

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

B・BaπKaH，几Ba餌o田H：ラテライト化作用の研究（図4，表2，参15）　　　　　　　p・3－14

双・r・Cano氷HKKoB：ボーキサイト鉱床の成因的分類について（図1，参7）　　　　　　　p・15－23

K）・H・3aHHH，JI・H・nocne汲oBa＝ラテライト型燐酸塩質風化殻の分類と地球化学上の諸問題　（図1，

　参37）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。24－31

》K．B．双oM6poBcKaH：ッンカ凹地の玄武岩風化殻と含ボーキサイト層（図7，表3，参7）　P・32－41

B・n・EropoB，B・瓢・HoBHKoB：ケンピルサイ山塊はんれい岩類帯状風化殻中のラテライト型ボーキサ

　イト（図6，表1，参11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．42－50
K）・K）・鞠re恥cKH茸，Φ・ΦopMe諏b－KopTHHa：キューバにおける含ボーキサイト風下殻の存在について

　（図5，表2，参10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。51－58

P・A・Bo脳0，Φ・A・KHpeeB：北オネガ　ボーキサイト生成域の古風化殻とそのボーキサイト鉱床との

　関係（図11，表3，参5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。59－75

H・B・BHToBcKa月・B・瓢・HoBKKoB：ウラル山脈南限地区塩基性岩風化殻中における諸成分の挙動とAl

　の集積条件（図2，表9，参3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p・76－91

B・A・PoMaHoB：風化殻の累重表成鉱化作用の成因に関する問題によせて（図1，参14）　　P・92－96

B・A・Bac瑚beB：ラトビア共和国ラブラドル岩古風化殻の鉱物学的特徴（図14，表3，参7）P．97－111

A・n・HHKHTHHa　et　a1：ソ連の風化殻とボーキサイト中の粘土鉱物の結晶化学的特徴（図3，表4，参

　24）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．112－125

P・B。Ay6aKHpoBa，K・瓢・瓢yKaHoB：ジェスカズガン’鉱床の酸化帯（図6，表2，参19）　P・126－138

B・B・K飢H照H，E・瓢・FpH60B：タフタニカラチャMn鉱床（中央アジア）酸化帯産轟石（図3，表1，

　参10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．139－145

H・Φ・A瓢py皿eHKo，H・H・HHpo氷oKl南ウラル初産のデラフォサイト（図6，表1，参17）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。146－157
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A・F・qep朋xoBcK雌：残留作用の地理累帯様式（表1，参41）　　　　　　　　　　　　P・158－165

H・B・BKToBcKo牙，H・H・JlaBpeHoBa：含ニッケル風化殻生成過程の定量的評価（図2，表7，参14）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．166－185
A・n・ByπraKoBa：クルスク異常磁域高品位鉄鉱体の後生成因について（図6・表1・参12）P・186－198

P．A。UHKKH：マズリ石灰岩鉱床の風化殻とカルスト生成体（図3，表1，参6）　　　　P・199－207

B・n・rpaAycOB　et　a1：長期にわたる乾燥一ステップ土壌生成作用による土壌の鉱物粒の変質（図7，表

　4，参5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・208－217
K　，K）．Byre筋cKK藪，Φ．ΦopMe肪一KopTHHa：熱帯気候条件下での超塩基性岩風化作用の速度について

　（図3，表3，参10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・218－226

』・A・maTBeeBa：アルミナ珪酸塩鉱物の分解機構（図5，参38）　　　　　　　　　　　p，227－239

K・H・HaK，14・F・Ll沁py∬a：粘土と微細拡散鉱物に対する塩溶液の影響（表4，参9）　　P・240－246

6）　ソ連科学アカデミー鉱床生成作用委員会編（1974）：「瓢eTacoMaTH3M　H　py双oo6pa30BaHHe（交代

作用と鉱床生成作用）」，ナウカ出版所，モスクワ，363P・，27×18cm（露文），UDC553・22＋553・2

　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
第1部　交代作用と鉱化作用の関係

及C　Kop氷KHcKH益：マグマ生成体・堆積生成体からの交代生成体発達の問題（図2，表7）p・5－12

JI。B。OB脳HHHKoB，JI。B．OB朋HHHKoB：非スカルン交代岩とUスカルン鉱床生成作用でのその役割

　（図6，表2，参17）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．12－22
，A・B』anHK，JI・C　Bopo八HH：アルカリー超塩基性コンプレックスからの燐灰石一磁鉄鉱岩の生成規

　則性と稀少金属鉱化作用（図3，参12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p・23－30

　K）・A・BauacapOB：鉱床胚胎指標の一つとしての，アルカリー超塩基性コンプレックスの交代カーボ

　ナタイトの非炭酸塩質交代岩の相（参8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。31－36

　K・及Cy660THH，JI・B・FaH3今eBa：楯状地と卓状地の縁部の稀少金属交代岩のタイプ（参6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。36－42
　B・H・KoB聞eHKo　et　al：交代ツビッターバンドとそれに関係ある稀少金属鉱化作用（モンゴルとチェ

　　ッコスロバキァの鉱床の場合）（図4，表3，参26）　　　　　　　　　　　　　　　　p・42－53

　M．Stemprok：クルシュ山脈鉱床生成区含錫鉱床花廟岩中の自交代作用（図2，表2，参13）P・54－60

　T．F。P飢oHoBa，14．A・Be涯HHoB：ブルガリァ中央山脈中部・西部の鉱床とプロヒ。ライト・二次珪岩

　．との関係（図3，表1，参34）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p・60－69
　H・H・ABePb朋OB，八・n・》KH撒KH：ソ連極東領新期火山活動区での交代作用と硫黄鉱化作用（図6・

　参6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・69－76
　3．H。rleTpoBa，JI．K。no撒apH皿Kaπ：アルダン地方深成変成岩類中の金雲母鉱床生成過程の地球化学

　的研究（表4，参2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・76－83

　C・A・CKopocne涯KHH：摺曲区構造運動・火山活動発達過程での交代作用の進化　（図1，表1，参

　　g）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　p。83－91

第2部　交代岩の累帯性

　B．H．Ka3aHcKH敢etal：含ウランNa交代岩の垂直累帯について（図5，表2，参6）　P・92－100

　K）・H・Pa3MaXHH　et　a1：交代累帯性にもとづくシホテー＝アリーン山脈潜頭錫鉱床の予測について

　　（（図5，参18）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・100－109

　JLH・0凹KHHHKoBeta1：熱水鉱床初成分散ハロー形成の規則性とその側岩変質との関係（図5，参

　　13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p，107－121

　H・n・3a60πoTHaH　et　al：グライゼン化現象の特徴に対する深さの影響について（Be鉱床の場合）（図

　　1，参7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・121－127
　E・A・qepHblHleBa：浅所条件下で生成した含鉱カーボナタイトの特徴（参12）　　　　P・128－131
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新着資料の紹介（資料室）

　F・qoΦ朋Ka，田・B五a八：ルーマニア国ララミー期高温交代岩の構造タイプ（図4，参1）P・131－135

　E・H・FpaMeHHUK励et　aLトィルヌィ＝アウス鉱床田のスカルンの累帯性（図6，参9）P・136－142

　H．Ht　BHH双eMaH　et　al：ルードヌィ　ァルタイ地方ズィリャノフカ鉱床生成域中の側岩変質岩帯の分

　布条件と構成の特徴（図3，表1，参11）　　　　　　　　　　　　　　　p。142－151

3・A・JlaH八a：超塩基性アルカリ岩・カーボナタイト山塊中の累帯構造のタイプ（参14）P・151－159

第3部　交代岩の成因タイプとそのフォーメイション特性

　B44、OMe恥珊eHKoeta1：低温Na交代岩のフォーメション上の独立性について（図5，表3，参

　20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．160－171

　B・n・JlorHHoB，B・JI・PycHHoB：地向斜火山源層中のプロピライト化作用と広域緑色岩変成作用との

　基本的な相違性（参73）

　C八．皿Iep　et　al：地質学的生成条件に結びっけた金鉱床の側岩の変質の分類（参33）

C　B・COKOmB＝カーボナタイトの生成様式について（参33）

　B。C。CaMOH伽OB：カーボナタイトの成因的タイプと相（参17）

第4部　交代岩の物理化学的生成条件

p，171－183

p。183－190

p。190－196

p．196－204

H・n・HBaHOB：二次珪岩の累帯性生成作用を規制する物理化学的条件（図1，表3，参13）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．205－215
H。B。KoBa汀b：マルマサイトー曹長石化花闇岩の主な共生型式と相（図3，表2，参28）P．215－226

B・F・BoroπenOB：系の外圧一後造山期花闇岩類貫入岩のマグマ分化後期・後マグマ分化期活動の

　主な要因（図1，参27）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・226－232

B．B。田lep6HHa：交代作用強度の要素（参3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・232－237

A・瓢・瓢ac聞oB四et　al：熱水鉱液の組成，内部構成，諸性質（図6，参19）　　　　　p・237－244

H・K。KapnOB　et　a1：適応プログラミング法による閉鎖系と開放系の天然鉱化過程のコンピュータ使

　用物理化学モデル化の原理（図5，表1，参14）　　　　　　　　　　　　　　　　　p。245－256

H・n・皿ep6aHb：母岩と低温・中温溶液の相互作用の諸規則性（図5，表1，参33）　　P・256－268

Φ・A・JleTHHKOB　et　al：交代作用時におけるイオンに対する鉱物の透過性について（図3，表4，参

　17）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．268－273

0・B．AH双peeBa：アルタイ地方多金属鉱床低温交代岩の生成条件について（図4，表1，参22）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．274－283
H・T・Pacc：コヴドル山塊金雲母コンプレックスのマグネシア交代岩生成作用の酸性一塩基性条件に

　ついて（図3，表5，参16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。283－289

第5部　交代作用の実験的研究

　F．H・3apa加KH藍et　al：CaとMgの酸化物・炭酸塩と石英の複交代反応の実験的研究（図10，参17）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．290－302
H．H・HBaHOB　et　al：葉蝋石の石英・白雲母（絹雲母）分解反応の実験的研究（図3，表1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。303－313
　K）．B．皿aHoB飢oB　et　aL花嵩岩の酸性溶脱作用による拡散交代累帯構造の実験的研究（図5，表3，

　参16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・314－329

　Φ・B・CHpoMHTHKKoB　et　a1：高温・不均一圧縮条件下における水とアルカリ溶液中の石英溶解度変化

　の実験的研究（図2，表5，参34）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p。330－341

　K）。B．Ka3K恥IH　et　a1：恒温・1気圧下における交代粘土化作用の力学モデル（図6，表6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．341－352

7）　P。盟・盟eTp総哩e賦賦o（1974）；「BTopHqHbIe　KBap既HTH，HpoHH汲KTbl　H　opy八eHeHKe　B　Me3030蕗cK－

Hx　H　Ka触030伽K騒x9ΦΦy3HBax　npHMop班（沿海州中生代・新生代噴出岩中の2次珪岩・プロピラ

　イト，鉱床）」，ナウカ出版所シベリア支所，ノボシビールスク，170p・，図45，表23，参57，22×15
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　cm（露文），UDC553，22＋552．313
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沿海州地方2次珪岩研究史

火山作用の特徴

東シホテニアリン火山帯の2次珪岩，プロピライト，それらに関係ある鉱床

　ブリネロフカ帯　　エフスタフィヤ帯（マイスキー区，ドユモルチエリト区，ポベレージロヌイ区，

　オレオル区）’　サマルガ＝エジンカ帯（サマルガ区，ラザレヴォ区）　　オリガ帯　　ミログラド

　ヴォ帯　　ヤスナヤ川・ベレゾヴァヤ川・シグナリナヤ川・ザボロチョンナヤ川流域の2次珪岩

　ヴェルシンヌイ鉱床田　　チョルノレチェンスキー鉱床田とニジュニー鉱床田　　ニコラエフスク鉱

　床田

西シホテー＝アリーン火山帯の2次珪岩とプロピライト

　ビキンスキー帯　　ノヴォ＝ヴァルヴァロヴォ帯とポクロフスキー帯　　グセフスキー帯

沿海州2次珪岩帯特有の鉱物

沿海州の2次珪岩の生成条件

　2次珪岩の性質と役割　　2次珪岩の組成とそれに随伴するプロピライトの組成に対する出発岩の化

　学組成に対する影響　　2次珪岩とプロピライトの物理的性質　　2次珪岩の累帯構造と生成段階性

　2次珪岩とそれに随伴されるプロピライトの生成過程での主要成分と微量成分の挙動　　2次珪岩の

　鉱物共生解析　　沿海州の2次珪岩の成因的特徴

まとめ

8）　A．耶。Oc盟竈o魅　（璽975）：「no3AHeMe3030藪cKoe　TeKToHo－MarMaTH蔓ecKoe　pa3BHTHe　3ana双Ho茸

　蔓acTH　OxoTcKo－Ko刑McKoro　Bo八opa3八eπa（オホーツク＝コルィマ分水嶺地域西部の中生代後期の

　構造地質一火成活動の発展）」，北東総合科学研究所報告，第52号，ノボシビールスク，160P・，図33，

　表21，参152，22×15cm（露文），UDC552・3－551・240

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

層序と構造地質の特徴

　地向斜堆積層

　陸成火山源生成体

　オホーツク＝チュコトカ火由成帯南部の構造地質の特徴

　オホーツク＝チュコトカ火山成帯南部の地質発達の特徴

火山作用

　火山共存関係

　地殻内マグマ溜りとその根源システム

貫入火成活動

　貫入作用発生深度と貫入機構

　火山岩一プルトン岩共生

　火成岩岩系

内因性鉱床

　金一銀鉱石フォーメイション

　錫一多金属鉱石フォーメイション

　金一稀少金属鉱石フォーメイション

　内因性鉱床の生成・分布の諸特徴

まとめ
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