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文），UDC53L35十552．30十553．31十553．64十553．98
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第1章　海底の火成岩と変成岩（図21，表20）

　　§1噴出岩（F。13。Py双HHK）

　　§2貫入岩（r．JI．Ka凪HH双eB）

　　§3変成岩（一　）
　　§4大洋の火成活動の一般的法則性と火成岩の起源問題（T。H．ΦpoπOBa　et　aL）

第2章　大洋の完新世火成活動（F・H・AB八e倣o，E。K、瓢apxHHHH，図2，表1）

　　§1火山の地理的分布と火山帯の地質構造的位置

　　§2大洋中央部の火山活動

　　§3大洋縁部の火山活動

　　§4地球表面における物質のバランスヘの火山活動の役割

第3章　大洋の堆積物と堆積岩（H・0・Myp八Maa，図4，表2）

　　§1砕屑堆積物と砕屑岩

　　§2泥質堆積物と泥岩

　　§3石灰質堆積物と石灰岩

　　§4珪質堆積物と珪岩

　　§5混合堆積物と混合堆積岩

　　§6大洋堆積物・大洋堆積岩の特殊タイプ

　　§7大洋における堆積物の層相の形成

第4章　大洋堆積物の鉱物学（図36，表5）

　　§1大洋における鉱物の起源・形成法則・運搬・沈殿（A．n．JIKCu翼KH）
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§2砂一シルト分離物の陸源砕屑鉱物と火山源鉱物（14。O．瓢yp八Maa　et　al。）

§3堆積物中の石英と長石（B・B・CepoBa　et　aL）

§4エダフォジェニック鉱物（H，0。赫yp双Maa　et　aL）

§5粘土鉱物（3・H・rop6yHoBa　et　aL）

§6生物源鉱物（A・H・JIHCHUHH　et　aL）

§7自成鉱物（H．0．赫yPAMaa　et哉1．）

§8堆積物中の熱水鉱物（T。B。Po3aHoBa　et　aL）

第5章海洋相（H・0・納yp八Maa，表1）

　　§1完新世大洋堆積作用の相解析

　　§2近陸相

　　§3遠洋相

　　§4太平洋型縁洋地向斜帯相

　　§5内洋変動帯・断層帯相
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　　§2大洋における石油・天燃ガス胚胎水域の地質・地球化学的分布法則（A．A．reo八eK兄H　et　aL）

第7章　鉄マンガン団塊鉱（rI・JI・Be3pyKoB・図1・表1）

　　§1Fe－Mn団塊の分布

　　§2海底の水域別Fe－Mn団塊化学組成の変化

　　§3海底Fe－Mn団塊鉱実用化の展望

第8章　海底燐灰土（図5，表5）

　　§1大陸縁の燐灰土（F・H・BaTyPHH）

　　§2海底山脈上の燐灰土（F．H。BaTyPKH　et　aL）

　　§3・海底燐灰土の成因について（F，H，BaTyPHH）

　　§4海底燐灰土実用化の展望（一　）
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ネードラ出版所レニングラード支所，183p・，図73，表12，参90，23cm×16cm（露文），UDC：553．21

（571）
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キンバーライト生成区の区分と主要構造特性
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　　キンバーラィト岩体の形態的タイプ　　　キンバーライト岩体の形態・規模と削剥断面との関係

キンバーライトの局地的分布要素

　　基盤断裂とダイアトレームの位置　　周縁裂か，キンバーライト岩体のオリエンテーション！と形

　　成位置

断裂・キンバーライト賦存位置と河川網との関係

　　岩石の断層および裂かと河川網との関係　　　河川網の定性的および定量的特徴　　　キンバーラ

　　イト分布範囲における河川網の特性　　　大型裂かによる構造区区分の合法則性

地球物理異常とキンバーライト岩体の探査

キンバーライトの熱力学的生成条件の問題点

マグマメルトの分化環境とキンバーライトの岩石化学的タィプ
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キンバーライトの組成と相対生成年代

キンバーライト田の一般的生成法則と構造法則

　　マグマメルトの分化・貫入順序とマグマだまりの数　　　マグマの地殻内進化・貫入方式

　　床規制転位，ダイアトレームの分布と規模

キンバーライト田におけるダイアトレームの位置予測法とダイアモンド胚胎性の展望

　　新ダイアトレームの位置の予測　　新ダイアトレームのダイアモンド胚胎性の展望

まとめと文献リスト

鉱

　5）A．A．C鵬罵岨o駐，鼠A。Py躍鰍（ソ連），鼠麗．皿盤齢B，A。臨盟躍a戯o■o協（ブルガリア）

共編（1979）汀npK瓢Hnbl　H　MeTo八HKa　reoxHMHqecKHx　Hcc五eAoBaH曲HpH　HporHo3KpoBaHHH　H

HoHcKax　py八Hblx　MecTopo氷八eHH茸（鉱床予測・探査のための地球化学的研究の原理と方法）」，ネード

ラ出版所レニングラード支所，247P．，図51，表25，参206，23cm×15cm（露文），UDC；550・84
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　　§2

　　§3

第3章

概説

ブルガリア中央山脈西部地域

ロドペ山地東部地域

岩石中の元素含有率決定法

　　　§1分析法の度量衡パラメータ（B・兄K）Φa）

　　　§2分析散布度と自然散布度の比較にもとづく分析法の選択（Φ・∫1・八yM諏ep）

　　　§3提起した分析法の特性（A。H。TapHoBcK朋et　a1．）

　　　§4分析結果としての系統誤差の解法と補正法（B・兄K）Φa）

　第4章　結果の数学的処理

　　　§1概説（B・∬K）Φa，Φ・JI・八yMπep）

　　　§2地質体の統計的特徴（Φ・JI・双yM濯ep　et　al・）

第2部　地球化学的資料の解釈の原理と方法

　第1章　地球化学図・予測図編纂の原理と方法（B・K・THTOB　et　al・）

　　　§1地質学的基礎

　　　§2地球化学的重ね合せ

　　　§3地球化学図一予測図編纂法とその解釈法

　　　§4特殊地球化学図一予測図

　第2章　地球化学的資料による高ポテンシヤル鉱床胚胎構造の予測原理（A・A・CMblc∬oB，B・K・

　　　　THTOB）

　第3章　メタロジェニー予測・探査・一般地質諸課題解決への元素組合せ研究（K⊃・K・ByPKOB〉

　　　§1堆積層と火山源堆積層の層位の正確化

　　　§2堆積層と火山源堆積層のメタロジェニー上の特性の決定

　　　§3火成岩系のメタロジェニー上の特性の決定

　　　§4鉱化作用の地球化学的指標の決定・利用と有望地域の把握

第3部　メタロジェニー予測と一般地質学的な諸課題解決への地球化学的資料適用例

　第1章　縮尺1／200，000地球化学的分類図と鉱床胚胎構造区の把握
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　　　§1摺曲区（ブルガリア中央山脈中央部とロドペ山脈中央部）（C・C・Ky甑KH　et　aL）

　　　§2楯状地（ラドガ湖沿岸地方北部）（JI・H・THXOMKPOB）

　第2章　特殊多元素地球化学図編纂の試み（r．T。CKy6KOB　et　aL）

　　　§1地域地質の一般情報と研究法

　　　§2特殊多元素地球化学図編纂の原理

　　　§3地球化学図編纂の結果とその解釈

第3章　沈降盆地堆積層中の外生・後生モリブデン鉱床予測への地球化学資料の適用（F。赫．mop　et

　　　　aL）

　第4章　大縮尺地球化学研究

　　　§1グライゼン稀少金属鉱床（Φ・JI。八yMπep　et　al，）

　　　§2金一多金属一石英鉱床（Φ・JI・皿yMπep）

　　　§3多金属一石英脈鉱床（A・H・HaH甜oToB　et　aL）

　　　§4含銅硫化鉄鉱鉱床（A，H・naHa負oToB　et　aL）

　　　§5炭酸塩岩中の成層鉛一亜鉛鉱床（Φ・JL双yMみep　et　aL）

　　　§6珪酸ニッケル鉱鉱床（B・C・neB3Hep）

　第5章　地質研究への地球化学資料の適用

　　　§1各種成因の結晶岩の区分（C皿．BeπHKocπaBHHcKH曲et　aL）

　　　§2堆積岩の層序区分と対比（巫・H．JIHTBaK　et　al．）

まとめ（H・瓢・八HHKOB　et　al。）と文献リスト

　6）臨臨To麗co團編（週979）：「AHa涯H3KocMHqecKHxcHuMKoBnpKTeKToHo－MarMaT四ecKHxH

MeTa朋oreH四ecKKx　Hccみe八oBaH圏x（構造運動・火成活動・鉱床分布の宇宙撮像解析）」，ナウカ出版

所，モスクワ，164p．，図56，参148，22cm×15cm（露文），UDC：553・624：78：552．3
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第1章　構造運動・火成活動・鉱床分布予測の研究におけるいくつかの新傾向にっいて（赫。A．ΦaBOPCKaH〉

第2章　構造運動・火成活動・鉱床分布予測の研究における宇宙撮像解読法

　　　1・宇宙からのビデオ情報（B・几CKaPHTKH）

　　　2・地表面宇宙撮像の地質学的解釈の可能性について（一　）

　　　3。generalizationレベルを異にする宇宙撮像の地質情報性（一）

　　　4・広域裂かの解析（E・B・AKHMOBa）

　　　5・堆積層群解読の地形学的見地（E・H。CaHO撒HHKOBa）

　　　6・宇宙撮像解読への構造形態分析法の適用（H。K。Bo朋aHCKa兄）

第3章　沿海州地方での構造運動・火成活動・鉱床分布の研究における宇宙撮像の解読

　　　1・　沿海州の地質とその構造平面形成体の特徴（瓢，A。ΦaBopcKa只et　a1．）

　　　2・宇宙撮像解読資料による線状構造・環状構造とその火成活動・鉱化作用の特徴（B・瓜・CKap∬THH

　　　　et　aL）

　　　3・沿海州中部地方の地質構造研究における広域裂かの解析（E．K。AKHMoBa　et　a1．）

　　　4・　宇宙撮像における地形形態の構造一岩層組合せ（一　）

　　　5・宇宙撮像解析による透視構造単元の火成活動の特徴（B・A・BaCKKHa）

　　　6・沿海州における宇宙撮像の総合解析の主な結果

まとめ

　7）A・凪・隅e闘盤編（1979）：「OcHoBHHe3aKoKoMepHocTHpa3BHTKHHMeTa朋oreH朋06πac－

Te曲TeKToHoMarMaT四ecKo負aKTHBH3a皿HKK）raa3HaTcKo菌acTKCCCP（アジアソビエト南部地方

構造運動・火成活動アクチビゼーション区の発達史とメタロジェニーの主な特徴）」，ネードラ出版所レ
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ニングラード支部，303p．，図29，付図1，表14，参399，23cm×18cm（露文），UDC＝［551．24＋

552・11］：553。2．062（57）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　次

PART　I　GEOLOGY　AND　USEFUL　MINERALS　OF　REGIONS　OF　TECTONO－MAGMATIC
　　　　　　　　　ACTIVIZATION　OF　VAR．10US　REGIONS　OF　T王【E　SOUTH　OF　THE　ASIAN　PART

　　　　　　　　　OF　TH：E　USSR

　　Chapter　l　Some　general　questions　ofgeological．structural　zonation　ofthe　south　ofthe　Asian　part　of

　　　　　　　　the　USSR（V，∠．∠窺磁o∂，αオ．（穿6ηんo，（｝．L．Do6競50∂，P。S。ル勧7050∂，V・K・P漉鳩6∂，0・ノV・

　　　　　　　Shψ05hn猛o∂，∠1．1）。Sh6h6gJo∂）

　　　　　　　　On　classi且cation　ofregions　oftectono－magmatic　activiz＆tion

　　　　　　　　On　substratum　ofregions　oftectono－magmatic　activization

　　　　　　　　Geophysical　characteristic

　　Chapter2Maritime－Cis－Amur　region

　　　　　　　　The　Middle　Paleozoic　Westem－Bureya　and　Arsen，ev－Gradekovo　plutonogenic　zones（V．K．

　　　　　　　　　P％翻56び，五。ハ4。，K伽αん）

　　　　　　　　The　Late－Paleozoic－Early　Mesozoic　Eastem－Bureya　and　Khankay　plutonogenic　zones（7．K．

　　　　　　　　　P観n筋，五ゐ4。K吻αん）

　　　　　　　　The　Late　Mesozoic－Early　Cenozoic　volcanogenic　belts　and　zones（E，V．句んo∂5ん妙α，M。∠4．

　　　　　　　　　．καη9％7，0。！V。．Kh蜘んo∂，オ。孟。丁撚ηα6び）

　　　　　　　　Regions　of　Cenozoic　activization（V。V。510Jo∂，6∂）

　　Chapter3　Aldan－Stanovoy　region

　　　　　　　　The　Jurassic－Cretaceous　extrageosyncline　magmatism　and　superposed　continental　basins　of

　　　　　　　　　　Ald翫n　region（E。P。M2吻嘘ん，0．」．五αgz漉πα，E。L瀬αgn％5h6∂5ゆ）

　　　　　　　　The　Jurassic－Cretaceous　Stanovoy　volcanogenic－plutonogenic　region（E．ハ4．Z励Jo醜砂）

　　　　　　　　The　regions　of　Cenozoic　activization（V。V．SoJo∂，6∂，E．L．ハ4αg綴5h6∂5砂）

　　Chapter4　The　Transbaikal　region

　　　　　　　　The　Middle－Late　Paleozoic　plutonogenic　Tuva－Transbaikal　belt（V。ん∠窺傭o∂，五ん

　　　　　　　　　　XOZ痂∂α，」。亙．R漁ん0∂α）

　　　　　　　　The　Late－Paleozoic　plutonogenic　and　volcanogenic　belts　and　metamorphogenic　zones（玖ん

　　　　　　　　　　∠窺傭0∂，五．オ。．κOZ伽∂α，∫ノV．，R吻ん0∂α）

　　　　　　　　The　Early－Middle　Mesozoic　Transbaikal　Mongolia　volcanogellic　belt（V。亘．んη傭o∂，L．温。

　　　　　　　　　　．κOZ伽∂α，」．π．R吻ん0∂α）

　　　　　　　　The　Middle－Mesozoicplutonogenicstructures　ofthewestem　marginofStanovoyregion（玖ん

　　　　　　　　　　肋傭0び，」．N．．磁吻ん0∂α）

　　　　　　　　The　Late　Mesozoic　basins（V。∠。∠規傭oび，．1。N，R励κo∂α）

　　　　　　　　The　regions　of　Cenozoic　activization（V。∠4．∠4窺α初o∂）

　　Chapter5　The　Altai．Sayany　region（（穿。ハr。5hψ05hη猛o∂，P．5「．M漉7050∂，∠4．L．Do漉η，L．S．S6彫ηo∂ン

　　　　　　　　S．θ．P伽∂）

　　　　　　　　The　Early－Middle　Paleozoic　plutonogen圭c（granitoid）zones　and　are＆ls

　　　　　　　　The　Middle一：LatePaleozoiczones．and　areals　ofthe　alkalineintrusivemagmatism

　　　　　　　　The　Late－Paleozoic　Talitsck－Mongolo－Altai　plutonogenic　belt

　　　　　　　　The　Middle－Paleozoic　sedimentogenic－volcanogenic　zones　and　areals

　　　　　　　　The　Late－Paleozoic　zones　and　areals　ofbasaltoid　intrusive　magmatism

　　　　　　　　The　L＆te－Paleozoic　sedimentogenic　superposed　basins

　　　　　　　　The　regions　ofMesozoic　activization

一188一



新着資料の紹介（資料室）

　　　　　　　The　regions　of　Cenozoic　activization

　　Chapter6　The　Kazakhstan－North　Tien　Shan　region（α五Doケ6孟so∂）

　　　　　　　The　regions　ofthe　Early－Middle　Paleozoic　plutonogenic　activization

　　　　　　　Theregions　ofthe　Middle一：Late　Paleozoic（Variscian）activiz乱tion　ofcaledonides

　　　　　　　The　regions　of　Cenozoic＆ctivization

PART　II　GENERAL　CHARACTERISTIC　OF　THE　MAIN　TYPES　OF　THE　R．EGIONS　OF

　　　　　　　　　TECTONO－MAGMATIC　ACTIVIZATION　AND：REGULARITIES　OF　TH：EIR

　　　　　　　　　EVOLUTION　AND　PECULIARITIES　OF　MINERAGENY

　　Chapter7　R．egions　of　pIutonogenic　activization（V。κ．P％廊窺56∂，」。ハτ．R％ぬんo∂α）

　　Chapter8　The　superposed　volcanogenic　belts　and　zones（E．V，β嘘o∂5ん妙α，ゑ∠Lκoz舶o襯，V。K。

　　　　　　　P％翻56∂，0。1▽．3h‘ψ・5h磁o∂）

　　Chapter9　Sedimentogenic　and　magmatogenic　structures　of　autonomous　activization　co両ugated

　　　　　　　with　them（V．オ．∠η2αη♂6∂，」。2V。R㍑ぬんo∂α）

　　Chapter10　The　regions　of　riftogenesis（V。∠4．∠4窺αn≠o∂，V，V，SoJoガ6∂）

　　Chapter　ll　Geochemic乱l　zonation　of　the　territory　ofthe　south　of　the　Asian　part　of　the　USSR　and

　　　　　　　some　peculiarities　of　epigenetic　geocbemical　zon＆tion　in　connection　with　the　processes　of

　　　　　　　tectono－magmatic　activization（濯．んSη〃510∂）

　　Ch＆pter12　Thepeculiarities　ofthermal　regime　ofthe　regions　oftectono－mag皿atic　activization（U、ゑ

　　　　　　　Mo魏6nんo，・4．∠4・3剛510∂，T．Z。Chα40∂歪6h）

　　Chapter13　The　abyssal　characteristic　ofthe　regions　oftectono－magmatic　activization　and　the　main

　　　　　　　tendencies　of　corjugated　change　of　geologica1－geophysical　parameters　（110。κZ2∬h∫η，　U乙ノ」

　　　　　　　ハ402566η乃0）

　　Chapter14　The　main　peculiarit三es　ofmineragenic　zonation　ofregions　oftectonomagmatic　activiza．

　　　　　　　tion　and　some　practical　recommendations（V。κP漉η∫56∂，（7。亙．Shψ05h繍o∂，∠4。1）．Sh6h6gJo∂）

　　Conclusion（V．K。P％あ窺56∂ラ0．2V，3hψ05hη既o∂シ∠4，Z）』Shoh喚glo∂）

　　Bibliography

一189

写『～一


