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9　鉱化作用環境の物理化学条件変化指標としての硫化物鉱床の地球化学的初成ハロー

各温度での珪酸塩酸化物，硫化物間の関係（酸素と硫黄に対する金属元素の化学的親和力）

変質側岩の物理化学的生成条件（計算データ）

　二次珪岩（交代珪岩）

　　グライゼン

　　スカルン

　　岩石の熱水変質と水銀鉱化作用

　2・3の熱水交代鉱床の物理化学的生成条件

　　ルードヌイ＝アルタイ地方レニノゴルスコエ鉱床の地質と成因

　　サライル山脈の重晶石一多金属鉱床と多金属一硫化鉄鉱鉱床

　　メドヌイ＝コウンラート鉱床と二次珪岩

　カムチャツカ半島ウゾン　カルデラの造鉱熱水系減圧帯での物理化学的鉱化条件

　　ウゾンおよびガイゼル渓谷の熱水溶液のパラメータに対する稀釈の影響

実験的研究

　　アルカリー硫化物溶液の酸化と低次酸化による硫化物沈殿過程の研究

　　鉄のシァン化錯塩の分解による磁鉄鉱合成過程の研究
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　4）　ソ連科学アカデミー　シベリア支部地質・地球物理研究所報告（1976）：「3aMe皿eHHe　H　BTop凪一

eHHe　HpH　MarMaTH3Me　K　py八oo6pa30BaHKH（マグマ作用と鉱床生成作用時における交代作用とイラプ

ション）」・第180号・ノボシビルスク・286P・・27×18Fm（露文），UDC553・21！24
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　P．38－46

A．JI・rla瑚oB；スカルンとそれに伴われた鉱床の物理化学的生成条件（表4，参26）　　p・47－72

A．C　JlaHyxoB　et　aL；含鉄珪酸塩と含硫化水素熱水溶液の相互反応の力学的研究について（図4，表6，

　参17）　　P．73－88

A。C　JIaHyxoB　et　aL；鉱床累帯構造の傾向解析（図1，表1，参13）　　p・89－97

C．C　JIaHHH：交代鉄鉱床産磁鉄鉱中のTiO2含有率と被交代岩の組成の相関関係（図1，表2，参11）

　p．98－102
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A．B，TapacoB；ノーリリスク貫入岩とそれに関係ある硫化物鉱体の生成機構について　（図50，表19，

　参72）　　P．123－276

H・A・K朋yrHH：ホルズン鉱床産含水珪酸塩一磁鉄鉱鉱石の化学組成と鉱物組成の関係について（表8・

　参8〉　P．277－285

　5）全ソ鉱物学会編（1974）；「瓢HHep朋bIK∬apareHe3HcHMHHep飢oB．rH八poTepMa肪Hblx　MecT－

opo顯eH曲（熱水鉱床の鉱物と鉱物共生）」，ナウカ出版所レニングラード支所，154p，，26×17cm

（露文）
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K）・C・Bopo双aeB，H・H・瓢03roBa：黄鉄鉱中のSのAsとSbによる類質同像置換について　（図6，表

　2，参31）　　P．3－13

H。C。Py八a皿eBcK曲，A。B。Ko瓢paTbeBほか3：南ウラル地方レトニー鉱床硫化鉄鉱鉱石産のCu・Co
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　・Znを含んだ黄鉄鉱とCu黄鉄鉱（図5，表1，参14）　　p・13－19

H・CPy偲皿eBcKH翼，A・B・KoH八paTbeBほか1：ツヴァ自治共和国ホヴゥアクシンスコエNi－Co鉱

床交代岩産各世代のブラボアイト結晶の累帯組織（図6，表1，参25）　　p・20－31

K．A、qeKa涯oBa，B．JI。JleBHH：オルロフ多金属一硫化鉄鉱鉱床産の各世代の閃亜鉛鉱と黄鉄鉱のタイ

　ポモーフ特性（図6，参6）　　p・31－38

JI・E・ΦK五HMoHoBa，A・H・C涯K）capeB：ボシチェクーリ銅一モリブデン鉱床におけるNiとCoの鉱物

　およびNiとCoの地球化学的諸問題（図3，表5，参17）　　P．38－46

A．兄rluleH四KHH，A．Φ，Kopo6e湘HKoB：コムナロフスコエ鉱床田産黄鉄鉱のr柱状」結晶と針状結

　晶（図1，参7）　　p．46－51

瓢・A．Ka田Ka茸，A。A。A朋eBほか2：アゼルバイジャン共和国フィリスチャイ多金属一硫化鉄鉱鉱床の

磁硫鉄鉱（図1，表1，参11）　　p・51－54

3・A・HaBmBa：西ムゴジャル地方含銅硫化鉄鉱鉱石産2相累帯磁鉄鉱について　（図3，表5，参10）

　p。54－61

E・H。H照HTHHa，B．H．CoTHHKoBほか3：東ザバイカル地方オブコロンダMo鉱床爆裂角礫岩産磁

　鉄鉱について（図5，表1，参9）　　p・61－67

r．H。H皿eH四Hbl荊，T．H。Hla耶yHほか2：2・3の硫化鉄鉱鉱床産テルロビスマタイトの組成と性

　質について（図4，表4，参33）　　p・67－76

H。rl．K）mKHH，H、A。Bpbl3r闘oBほか1：サルバナイトの鉱物学と物理的性質（図8，表5，参42）

　p．76－93

瓢・瓢・Boπ八HpeBa，K）・C　Bopo八aeB；西カラマザル地方ペレヴァリノエ鉱床産方鉛鉱中のビスマス鉱

　物微小包有物（図3，表3，参16）　　p・93－100

K。B．KoqeTKoBa，JI，H。Hoc∬eπoBaほか1：西ザバイカル地方オーゼルノエ硫化鉄鉱鉱床産ピアーセ

　アイト（図2，表2，参14）　　p．100－104

r・B・naT翻axa，A・H・CハK）capeB：中部カザフ地方アグジャル鉛一亜鉛鉱床鉱石の接触変成作用に伴う

　Agの再分配などの現象（図3，表1，参9）　　P．104－110

3。H。rlaBπoBa，T．n．Ho朋KoBa：南ムゴジャール地域硫化鉄鉱鉱石産カロライト（図2，表1，参5〉

　P。111－112

A・H・A酷HKoBHq，P・O・Bep30Hほか3＝ウラルの硫砒ニッケル鉱について（図4，表3，参12）

　p。113－118

H．H．B照畑MHPCKaH；ソロンゴ棚素一鉄鉱床磁鉄鉱石中のアラバンダイト（図4，表1，参9）

　p．118－122

P・A　AMocoB，K）．C　BepMaH：ハカンジャ鉱床産自然金の骨格状結晶について（図7，表1，参15）

　p．122－129

B・C　AnみoHoB，B・H・Beprep：アルダン水晶鉱床群産緑泥石の特徴（図2，表6，参27）　P」29－137

C　B・瓢飢HHKO：ソロンゴ鉱床クルチャトヴァイトーサハアイト鉱石の熱水変質について（図5，表2，

　参3）　P」37－144

F。C．PyM冊皿eB，3．B，Hy八oBKHHa：キューバ島エロ硫化鉄鉱鉱床酸化帯産ヒンスダライト（図1，表

　2，参5）　P．144－148

　6）　ソ連科学アカデミー　ウラル科学センター（1974）3「ByπKaHH3M　K　氷Horo　yP飢a（南ウラルの

火山作用）」，V．1。レーニン記念イルメン自然保護区報告，第12号，スベルドロフスク，222P・，27×18

cm（露文）
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T・H・Φpo涯OBa：マグニトゴルスク凹地シルル紀とデボン紀の玄武岩類岩系の側方・垂直変化性（図2，
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表3，参19）　　P．11－24

B。A．KopoTeeB，K　．n。Bep双田r雌：南ウラルのヴォストーチノ＝ウラル隆起に対する古火山学的研究

　の現状と課題　　p．25－31

r．n．Be朋HHHa：シバイ鉱床田のスヒ。ライトの成因について（図2，表1，参28）　　p。32－37

，π．B．温amxoBa；マグマ作用および斜長石と石英一曹長斑岩の起源（図3，表1，参14）　　p。38－42

B・F・KopHHeBcK曲：枕状熔岩の地質学的諸間題（表1・参65）　　p・43－59

瓢．A・neTPOBaほか2；南ウラル，アルメニア，ザバイカルの火山源岩層中のハイアロクラスタイト

　（図4，表8）　　P。60－67

B・C・皿apΦMaH，P・L4・KocTHHa二多相酸性火山岩の分類規準（表1，参7）　　p・68－71

JI．H・COHKO＝特殊なタイプの火山源砕屑岩としての非破砕噴出岩（参8）　　p・72－75

E　C・KoHTapb：優地向斜区古火山図編纂法の問題（図2，参6〉　　p・76－82

B・C　Tpe6yxHH：南ウラル地方ガイ硫化鉱鉱床胚胎火山構造復元の試み（参12）　　p・83－90

B。A、PoMaHoB，JI．A．mopo30Ba：南ウラル西斜面地体構造の空間復元の試み（参17）　　p・91－99

B．A．瓢ac涯OB；マグニトゴルスク　メガ複向斜デボン系火山源岩コンプレックスの層序（表2，参9）

　p．100－110

B。F。KOPKHeBCKH伽ウラル山脈西斜面南部のデボン系火山源岩層序に関する新資料（図3，参11）

　p．111－120

B．H．Ko肥cHHKoB：ウラル山脈オレンブルク区サクマル帯の火山源岩層系（図2，表1，参7）

　p，120－129

T．B・双HaHoBa：東ウラル凹地南部火山源岩層系の予察研究結果（参8）　　p．130－136

H．JL　JlyUHHHH：ウラル山脈東斜面テクトジェネシスのカレドニア輪廻完成度に関する新資料（参11）

　p．137－140

r．H．qa甑0：マグニトゴルスク複向斜石炭系の初期火山作用生成体にっいて（図2，表1）

　p．141－145

B。H。JIeHHblx，B。H。HeTpoB；タラタシュ＝コンプレックス区縁帯のカリァルカリ玄武岩類について

　（図8，表6，参9）　　p・146－164

C．C　KaparqHH：ムゴジャール地方安山岩一石英粗面岩岩系の岩石学的および岩石化学的特徴（図2，

　表1）　P」65－168
T．H．mHpo60KOBa：南ウ’ラル地方デボン紀中期砕屑岩コンプレックス構成岩石の岩石学的および岩石

　化学的特徴（図3，表1，参9）　　p・169－176

K）．C．EMe茄冊OBほか2：ヴェルフネ寓ウラル地域北部の酸性火山作用と硫化鉄鉱鉱化作用　（図3，

　参4）　P．177－183

A．F．3五〇TH胚K－XoTKeBHqほか2：東ウラル隆起ブルクタル複向斜安山岩岩系の火山岩と同複向斜で

　の含銅硫化鉄鉱鉱床の賦存位置（図1，参2）　　p・184－188

C．B．qeCHOKOB3火山源タービダイトとスピライト＝ケラトファイア岩層系カラマルイタシュ累層酸性

　火山岩類の問題（図3，参11）　　p。189－203

B．A．KopoTeeB，B．r。KopHHeBcKH伽南ウラルの火山作用の問題とプレート＝テクトニックズ説の問

　題（参27）　p．204＿212

7）紛・r・皿e欝6躍o協編（1976）：「30πoToHpeπ雌e9鵬MeHTHBreoxHM四ecKHxHpo皿eccax

（地球化学過程における金と稀少金属元素）」，ソ連科学アカデミーシベリア支部地質・地球物理研究所

報告，第255号，311p・，26×17cm（露文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次
K：）。r・皿工ep6aKoB：地質学でのΦ・H・皿axoBの基本理論（参32）　　P・6－13

K）。r・皿ep6aKoB；地球物質の化学的進化と内因性鉱化作用（図3，表2，参36）　　p・14－33
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B・F・HeTpoB3エニセイ山脈の花闇岩キューポラと金鉱床（図5，表1）　　P・34－54

A・双・Ho撒K照ほか2＝エニセイ山脈北東部の場合のマグマ過程と変成過程下における金　（図1，表

　4）　P．54－70

B。A。3ハ06HHほか31エニセイ山脈ザーンガル区の鉱床の造鉱元素の起源（図3，表5）　　P・71－82

H・B・Poc朋KOBa：ペリクーリ金鉱床の場合の熱水過程下の金の地球化学的研究（図5，表8）

　p．82－105

JI。K。na馴oBa：マイスク金鉱床における金の地球化学的研究（表3）　　P、105－112

H，A．Poc朋KoB：東ザバイカル地方金鉱床表成帯中の金（図2，表6）　　p・113－130

H・A・Poc朋KoB＝酸化系表成過程下での金の挙動（図4，表6）　　p。131－140

r・B・HecTepeHKoほか2：鉱床露頭の崩壊過程下での金と随伴元素の挙動（図5，表7）　　p・140－

　165
B．14。CHMoHoBa，B．r。L〔HM6a汀HcT：分光化学的方法による微量金の測定について　（図16，表8，参

　274）　　　　p．166－184

几A。Kocaπcほか2：ザバイカル地方南西域グジール＝コンプレックス多相花崩岩質貫入体生成過程に

　おけるMo，W，B，Fの挙動（表6）　　P。185－196

兄A．Koca配ほか3：石灰スカルン生成過程における稀少金属元素の地球化学的研究（図8，表15）

　p，196－234

H・H・瓢翻KKOBaほか3：アドゥン＝チョロン花闘岩山塊接触変質帯岩石中の稀少金属元素　（図2，表

　3）　　　　p．234－243

K）・瓢・瓜y6皿Kほか2＝カムチャツカ半島クラシェニンニコフ火山噴火生成物中の醐素の分布（図1，

　表1）　P．243－248

C　m・》KMo雄Kほか2：アングレン　カオリン’鉱床風化殻中の棚素（図2，表5）　　P。248－256

B・n・KOB翻eB：東サヤン山脈ハイドィム山脈のスフェルライトと火山源岩中のスフェルライト生成作

　用（図16，表5）　p．256－293

K）。H。Ka3aHcKH藍：実験資料による海底炭酸塩堆積作用の化学的研究（表3，参154）　　p・293－303

8）A・亀C坤鐸・恥（1974）：rre・み・r朋HnepcHeKTKBbIHeΦゲera30H・cH・cTHceBepH・伽a－

cTH　npe八Bepxo朋cKoro　Hpom6a（前ベルホヤン地方北部の地質と石油・天然ガス胚胎性の展望）」，ナ

ウカ出版所シベリア支所，ノボシビルスク，112p．，図26，表6，参109，26×17cm（露文），UDC551

＋553．98，98，042（571。56）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

第1章前ベルホヤン凹地北部の地質

　　　層序　　古生界上部　　中生界　　構造地質

第2章　古生界上部一中生界の石油・天然ガス生成条件

　　　分散有機物の集積　　分散有機物の変成と渥青の地球化学的特性

第3章　古生界上部一中生界の石油・天然ガス胚胎性の展望

　　　有望石油・天然ガス胚胎コンプレックス　　油層・天然ガス層生成条件の特徴　　水溶性ガス胚

　　　胎の展望　　石油・天然ガス胚胎性の展望と探査の方針

　9）C・A・鼠磯e麟総y獺（1967）；「巫HHep制bHble　napareHe3Hcu　T朋bKoBHx　MecTopo氷双eHn益（滑

石鉱床の鉱物共生関係）」，ナウカ出版所，モスクワ，278p・，図134，表72，参110，26×17cm（露文），

UDC553．673

　本書は超塩基性岩，苦灰岩，菱苦土岩，マグネシアースカルンなどに胚胎された各種のタイプの滑石

鉱床の鉱物組成を記載している．そして，滑石質岩とその随伴岩（蛇紋岩，リストベナイトなど）の鉱

物共生関係を詳しく研究した結果にもとづいて，滑石鉱床の生成条件，すなわち生成温度，固相と液相
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の圧力などを論ずる．滑石質岩生成作用の酸化一還元条件と滑石鉱床に対する侵透現象・複交代現象の

役割について考えることのできる中間組成鉱物の変化の規則性が明らかにされている，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　次

滑石鉱床の特徴

第1部　超塩基性岩，マグネシア　スカルン，菱苦土岩中の滑石鉱床

　第1章　超塩基性岩中の滑石鉱床

　　地質の特徴

　　鉱物組成と鉱物共生関係

　　　蛇紋岩中の滑石鉱床　　滑石一菱苦土石岩中の滑石　　非蛇紋石化超塩基性岩中の滑石

　第2章　マグネシア　スカルン中の滑石鉱床

　　朝鮮北部の摩天嶺滑石・菱苦土石鉱床帯

　　パミール南西部の鉱床

　第3章菱苦土岩中の滑石鉱床

　第4章滑石鉱床の生成条件について

　　μH20一μCO。ダイアグラムとP－Tダイアグラムの対照性と相関性

　　マグネシアー珪酸塩岩の2・3の鉱物平衡に対する固相の温度・圧力の影響

　　μH20一μCO2ダイアグラムとlnT－P固ダイアグラムにおける滑石鉱床の鉱物共生領域

　　温度・圧力と鉱物共生の関係

　　滑石形成作用における地球化学的要素の役割

第2部　滑石一菱苦土石岩と滑石一緑泥石岩の滑石鉱床

　第5章　超塩基性岩中の滑石一菱苦土石鉱床の地質の特徴

　第6章　超塩基性岩中の滑石一菱苦土石鉱床の鉱物共生

　　アルミナに乏しいマグネシアー珪酸塩岩中の鉱物共生

　　　3タイプの滑石一菱苦土石鉱床と滑石一菱苦土岩中の鉱物共生　　蛇紋岩中の鉱物共生　　石英一

　　　菱苦土岩（リストベナイト）の鉱物共生　滑石一菱苦土岩とリストベナイト中のアルミナ珪酸

　　　塩鉱物共生

　　マグネシアー珪酸塩岩中の鉱物共生生成条件

　　　水・炭酸ガス化学ポテンシャルダイアグラムにおける各タイプの滑石一菱苦土岩の鉱物共生安

　　　定領域　　温度・圧力と鉱物共生の関係

　　マグネシア炭酸塩鉱物と滑石の含Fe量変化の規則性と原因

　　　滑石一菱苦土岩と石英一菱苦土岩中のマグネシア炭酸塩鉱物と滑石の含Fe量　　炭酸ガス・酸素

　　　分圧とマグネシアー鉄炭酸塩鉱物・滑石の組成・共生関係の相関性　　磁鉄鉱・赤鉄鉱存在下で

　　　のマグネシアー鉄炭酸塩鉱物組成に対する酸化ポテンシャルとアルカリ度の影響

　第7章　超塩基性岩中の滑石一菱苦土岩とリストベナイトの化学組成

　第8章　滑石一緑泥石岩鉱床の地質の特徴と鉱物共生

　　マグマ岩から生成した鉱床

　　堆積岩の変成によって生成した鉱床

　　滑石一緑泥石岩の生成条件について

第3部　苦灰岩中の滑石鉱床と滑石岩鉱床

　第9章　苦灰岩中の滑石鉱床・滑石岩鉱床の地質の特徴

第10章

第U章
第12章

苦灰岩中の滑石岩鉱床の鉱物組成と鉱物共生

苦灰岩中の滑石鉱床の鉱物組成と鉱物共生

炭酸塩岩中の滑石共生の生成条件について

μH、0一μCO、ダイァグラムでの鉱物共生安定領域および温度・圧力と滑石生成過程との関係

苦灰岩中の滑石鉱床生成作用における交代作用の役割
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　滑石存在領域に対する溶液中のイオン活性と媒体の酸性の影響および滑石共生

第4部　滑石と緑泥石の化学組成と2・3の物理的性質

　第13章滑石

　第14章　滑石鉱床の緑泥石

　化学組成と累質同像置換

　X線構造解析
　赤外線吸収スペクトルによる研究

　熱分析

　光学性

　結論
まとめ

　10）全ソ地質科学研究所報告（1976）：「C五⑩双aHnbe300皿H蔓ecKoecHpbe（雲母と圧光学用資

源）」，第258巻，133P．，26×17cm（露文），UDC：553．677＋553．87（47＋57）
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B。A．Ba60田HH，H。14。MHxa伽oB：南ムゴジャ「一ルの含雲母ペグマタイト（図5，参7）　　P・5－26

A・C　HHKaHopoB，H・14・瓢Hxa伽oB：コラ半島ストレリナ河流域の花醐岩ペグマタイト（図6，表2，

　参14）　　P．27－40

H・n・JlaHOTKHKOB；リヤポバラ地区とイバノボイ山地のペグマタイト形成作用の諸問題（図3，表1，

　参14）　　P。41－48

B・A・Ba60田HH：白雲母ペグマタイトを胚胎したラプランド白粒岩コンプレックス構成岩石の組成と変

　成作用の特徴（図1，表4，参14）　　p。49－58

H・兄双∬AbKHHa，瓢汀1・O餌oBa：金雲母鉱床の探査規準（表1，参25）　　p。59－66

A．H．A60CK翻OB：軽流体分離法によるポタナ鉱床産鉱石中のバーミキュライト含有率の測定によせて

　（図2，表1，参6）　p・67－73

A．B。OcKHcKH蕗：水晶鉱床予測の基本原則（参37）　　P。74－84

B・C　AH五〇HOB；ベルホヤン水晶鉱床区北部の水晶一石英脈生成作用の特徴（図3，表1，参29）

　P．85－102

A・B・OcHHcKH茸；石英晶洞成長作用の諸問題（図9，参38）　　P，103－121

，E・B・HacTacHeHKo；チマン地方北部の玄武岩のめのう鉱化作用（図6，参17）　　p。122－133

　11）Φ・r・Φe騨翻編（1970）；「B3aHMooTHo田eHKe　opy双eHeHm　H　MarMaTK3Ma（鉱化作用とマグ

マ作用の相関関係一沿海州とヒンガン地方の鉱床の場合）」，ナウカ出版所，モスクワ，118p・，22×14cm

（露文），UDC：553．042，2（57L63＋571．61）

　　　　　　　　　　　　　　　　目次
F・A・OcMHoBa；レビツキー鉱床の塩基性岩脈とその鉱化作用との相関関係（図14，表8，参35）

　p。3－50

H・K・HHKHΦopoBa，F・H・CTeHaHoB；カバルガ鉱床の貫入岩とスカルン（図4，表18，参23）

　p．51－98

Φ．r。Φe刑HH，F．H．ΦeA覗Ha：ヒンガンーオロノイ火山帯のマグマ岩と錫鉱化作用（図1，表1，参

　3）　P．99
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