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資料室

ヂチュメニ漁顛｣｢ヤクｰトの天然ガん文献目録

實ソ共同開発の対象として西シベリア油囲区やヤクｰ

ト天然ガス頭区さらに南ヤクｰト炭題区などが組上に

挙げられています.一昨年の初夏にはサそドロｰ

ル油閏を中心とした壇シベリア瀬蘭区にまた昨年の募

には中ビリュｰイ(スレドネニビジュｰイスク)コン

デンセｰトガス岡を中心としたヤクｰト天然ガス頭区に

たとえば東ドイツにおける豊富な褐炭を利用した褐炭液

化り一クス化計画および硬看膏からの硫黄精錬計画の

推進と成功という道とは異底り｢省資源化｣政策す

なわち国内資源を｢省｣略して原料鉱物を海外に求め

ているわが国ではシベリアや極東に豊富に賦存してい

る鉱物資源がどれだけ開発されどれだけ輸入できるの

かということは看過できない重要た問題でしょう.

｢省資源化｣政策の是非はともかくとして現在ほど

ソ連の地下資源が貝本で注員された時期はかつてなかっ

たと言克ましょう｡ところがソ連の地下資源に関す

る情報は一繊こきわめて乏しいものと受けとられ前記

の各視察団もほとんど予備知識を持た扱い裏ま訪ソし

現地で入手した資料は帰国してみるとすでに日本に入っ

ていたものばかりというのか実態でした.それは世界

のすべての国冷の地球科学関係文献を集めることに努力

してきた当資料室のとくに1957年から意識的にソ連.と

の文献交換にとり組んだ成果が世間にあまり知られてい

なかったしまた知らせる手段をもた匁かったためとも

言えますし逆に関係者の追究が不十分芯ったためとも

考えられます(その他の国力についても種冷¢)悪例があ

ります).

ソ連の地下資源に関するソ連自体の発表文献は決して

乏しくはありません｡ただ鉱量と品位をズバジ表現し

た文献カミきわめて少匁いだげです.そこで差し当っ

てチュメｰ二少パノボシビｰルスク州中トｰムスク州ぽ
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第1関西シベリア凹地ジュラｰ白唖系下部

続地下衣巾の有機酸分析摸式灘

凡例:地下水咋吻有機酸含有量
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第2図広域研究程度別布汕･天然ガス胚胎可能地域区分図�
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またがる西シベリア油困区の油岡灘いわ峰る｢チ風メ

ニ油田｣とヤクｰト自治共和国のビリュｰイ河流域の天

然ガス同区のガス田灘いわゆる｢ヤクｰトの天然カスｰ

について発表された文献で当資料室に所蔵されている

ものの一部をお知らせすることにしました.

これらの文献を閲覧室で読みあるいはカメラで撮る

ことは自由(除複写業者)ですが借出とゼ濠ックス複

写は所員に限定されています.なお取扱いの詳細は

係に前もって間合されるようお願いします

((044)866-3171内線250(資料室))｡

｢チュメニ油田｣関係

王)B.F.臨｡H脆鎚編(1968):ソ連の油田陀㎝orH月

舵Φ珊,脳2詳醐陥王1晦卿e概欄垂;旋即a"

2)汽.肩｡貸㏄T0軸eB編(1958)1酉シベリア低地の地

質と石油1天然ガス胚胎の展望1丁町胴澄C酊酬,

rOCreO"Te笈H3凪aで事納0C菰登餐

3)狙ズ､rypapKほか2(互972):石油田天然ガス胚

胎卓状地区の構造地質図組立法によ童て遣鮒｢Te一

鮒｡脳搬α6岬､T0賊V｣パW3逐一38･陥卿㎝b-

CT闘鶏臨y搬撤望MO鰯a

遂)&C澄閑醐p鑓(1972):後古生代卓状地区構造地

質区分の原則と方法澄鮒｢Te蛆0HH搬C緬即H,

脳篶,･･p.7雀一78争脆鮒船｡…倣yK･''･

柵｡雌酩

5)の.A.KocHrHH編(1958):油閏区の地質構造

丁0鮎11(Per倣O醐脱細Te雌m醐幽肥帥eHOCHHX

o6皿acTe彦CCdP)二rOcT0nTex閉3皿aT,MocKB径

6)K.B.B0T0^emB(1967):シベリアの中生代地質

構造:凹3朋Te舶｡TB0``Hay幽",納㏄畑a

7)ソ連科学アカデミｰ(1969):ソ連の地質研究T0M

互8,T0McK朋,OMcKa兄HH0B0cH6〃PcKa兄｡6羽acTH二

類3鰯

｣ジ風茅薬(J喜}履)季こよ

るバフ納熊構鐘

凡例:正一調査試錐

2一撃探度隷

3一騎滋

達一水一石納銭触面

第4図

ダニロボ隆起状構造体地質断面

図

晦雌鷲酪｡鷲ポ岳搬y鮎華芽芽猟Q概腿

8)ん鼠晦鮒｡卿凄贈亜GL旋啄喫蟻(獅王):分散

有機物の後続成変質と看油曲天然ガス生成体籔KH.

唖紬鵬搬既Φ獺鰯⑪c醜α鋤約書郷由§五一69,

独搬饗鋤鮒馳甚漉y繊葦事葺C施即｡餓艀躍耽㎜e,

資鵬概緬鞭概

警)&翌奪藪㌘狡嚢丑籔聾鼠GCy照劔警(エ艀至)ニウラノレｰ

ジベジア後ヘルシニア卓状地η雷シベジア楯状地･ツ

ラｰン楯状地の地質構造の類似性と非類徴桂滋搬｡

1晦施鵬鰯確躯鋭敏馳C饗滋C緬鞭幻芽迂堺

70-93芽池蝸鷲脂鮒馳紹厳町鯉搬事｡蛎顯岨腿

㎝凪鵬HHe,H10B0㎝6蛆pcK

10)げ圧臓y3Hp髄(1971)1深部地震探査デｰタに

よる西シベリアの地殻構造の特徴饗鵬唖卿6肥搬

般Φ舵肖｡c登｡cγ猟C洲6遡p亙｣,c叩｡製一五三3葺肋触鮒e"ポ

｡↑B0“HlayKa",CH6HpcK0e0丁双e汲e賊蝦e芽減｡祭⑪c灘6逐pcK

11)昼､皿冊施鰯脳鵬ほか遂(1艀互)1石油1天然ガス

集積体の個別的予測について遼搬唖卿6舵MH

舵恥eH㏄貰㏄↑蟻⑰6卯幻,cTパエ仁王2王,晦朋Te冊一

｡珊ポ珪H町雌沸華⑰6卵｡双㏄◎蝋蘭髄鵬月｡琶醐碗pcK

12)汲π旋C蛇員鵬壁Φ.肥α醐雛鵬(1蜘)1深部

試錐段階以前における局地トラップの石油辞天然ガス

胚胎性の評価姦蝋唖四6雄搬駝Φ丁鋭｡鯛㏄下腿

CH6逐pK｣,cTp争122_五32葺㌶鉱鮒鋤は醐ひ岳短姦y災餐崔軍事

C緬即｡鮒e0丁双e疵繊e事施蹴緬桝醒

13)B･C･臨醐e欄p砥滋(螂王):酉シベジア低地古

生層の石油咀天然ガス胚胎可能性について遼搬.

唖po6舵搬舵Φ湖㏄鮒醐C脇p勾穿桝自五3ト

エ39,脆朋丁㎝bcTB0“HayKa洲,CH6鞭蜘e㎝丑eハeHHe,

Ho帥｡焔ゆ雌

14)F.巳腋6yx醐ほか2(197工)1世界の大型油田

･岨mpo6肥搬肥ΦTeH㏄蘭｡cT雌C搬胸,cΨ

140-149,H3ハaTe汲bcTB0岳`Hay盗a",CH6班pcK0e

0TAe肥HHe,H0B0c施岬｡K

15)IOHKap鮒｡ゑ蛸(エ97王)一周期およびそれに規

制される層位･水理地質1石油天然ガス胚胎'住区分の分
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第5図

轡シベリア地方ジュラ系｣=部統地下水中

の溶存ガス維成と貯溜砦変成度との関係

図

類構成命名B鵬｡｢npQ6肥眺1HeΦTeEOCHOCTH

C凹6蝦p遂J事｡Tp.工60_167,H3以貧Te皿bcTB0“HayKa",

C泌6腕pc駁｡e0丁皿e汲eH遡ら肘｡遭｡c篶6工停｡K

16)T.K.Ba雌mBaほか8(197!):シベリア卓状地

西部の石油蟷天然ガス胚胎性の主校規準藩鵬｡｢npo-

6刀e拠副HeΦTe頁｡c肌〕cTHCH6Hpx↓cTp.186_212,

河3凪服e∬bcTB0則Hay朕a,,,Cn6節pcK0e0丁皿eハeHHe,

h0B㏄以6㎜pck

17)αA.Apx畑0B(1970):西シベリア低地の構造形

態についてB鼠H.mpo6雄船I肥0M0pΦo皿｡rHHH

HeoTe朕T0H陥K閉r1㎜aTΦopMe県欝b脳｡6朋｡Te覚C劉6HpH｣,

T0M｡皿,cTp.3-12,胚3典a↑eハ肌TB0主`HayKa沸望CH6H一

脾｡e0Tλe醐鵬,H0B㏄施即倣

18)H.n.Bapハa鮎｡臥卜LE.肘筋ムe減0Ba(1970):西

シベリア平原中央部1南部とその縁辺地区の地形発達

史の段階性芭指向性と漸新世一第四紀構造運動の性質

との関係BIくH.｢npo6鳩MHre0M0pΦHハ｡r㎜HH

He0TeIくT0ぽ獅Kxn㎜aTΦopMeHhblxo6∬acTe覚CH6HpH｣,

T0M1皿1,cTp.ユ3一ユ9,〃3皿aTeハbcTB0`悦ay孜a量,,C〃6H･

pcK0eo叩㎝eHHe,脆B㏄妨即α

19)A.A.3e岬0B几A.Byp脳0B(1970)1西シベリ

ア平原中央部の現世地形形成作用BKH-mpo6肥MH

re0闘OpΦO孤Or逐養HぽeOTeXT0賞吸蔵捌nハaTΦ0pMeHRbIX

o6刀acTe貴CK6HpH｣,T0M皿1,cTp.133-142;H3瓜a一

↑eπbcTB0``HayKa",CH6HpcK0e0Tλe〃e貝節e,H0B0c-

H6叩｡K

20)∬.B.P0BHHHa(1971):西シベリア低地西半部の

石油･天然ガス胚胎ジュラ系上部統の化石花粉群B

KH.｢C皿｡pHH口HハbμaBHeΦ丁翁xHπopo皿axHeΦ･

Tera30H0cHbIxo6∬acTe盆CCCP｣,cTp.49_54;

H弧aずe肚｡TB0“HayKa",MocKBa

21)O.A.Ka皿xh豚Haほか編(1967)1シベリアおよび

極東における地球物理探査の地質学的成果Tpy仙1

ハ買CTHTyTareO孤0r頸雌瓢じeOΦ附3脚KH;H3λaT竃汲bCTBO

凡例:

繊

第6園

サルイム油困構造関

1一予察試錐ジュラ系上都統か

･煮箏黒霧､

7-ABrI八合砺猪轟一ジュラ｣プｰ

系上総鵬深餓g一口ロロこ05

同磯地熱線回､冒､臼"匠ヨ､'

砧贋壌y笈嚢葦㌻C㎜6HpcK0e0丁皿e刀eH厳e壁汽⑪澄⑪c刎6婆夢｡厳

22)8山δ.汀㎝KaHOBa(1967):西シベリア石油虫天然

ガス胚胎盆地における構造研究苫地形研究の方法と主

恋成果BKH.｢CTpyKTypH0-re0M0pΦ㎝orHHec畑e

HCC刀eムOBal≒1H貝npX墓3yqe貝理μHeΦTeFa30買0CHHX

6ac熾醐｣芽醐町｡K15.cΨ2n一触

23)Aぷ自A鳩鮒醐a･政見P醐鵬脾編(1967):ロ

シア共和国ウクライナ共和国カザフ共和国各石油

･天然ガス胚胎盆地の油汗天然ガス困晦μTe肪CTBO

“脆卯a瑚争∬e脳肛p郷裟脱◎丁理肥H肥,ハe汽珊Hrpaハ

24)氏胚.泌y脾醐e搬｡ほか3(1973):サモト=ロ

ｰノレ天然ガス由油閏開発の基本原則ズeo瓜｡r蜥HeΦTπ

H鎚a撃泌9里｡ψ1-6

25)臥r･猟y脾醐eB(1974)1西シベリアシャイム

油田･ガス田区基盤岩類の広域変成ハ眺朋蝸AH

CCCP,T0M214,地2431_433

26)P.C.Caxx6rapeeB(1970)1画シベリア低地中

央部ジュラ系･白亜系の後生変質C睨eT岨搬舵㎝o-

rK釘,地.5,cT臥143一ユ46

27)帆耳py瓜e脳q･几帆3op眺HH(1961)1西シ

ベリア低地沿ウラル地域の石油･天然ガス胚胎性の展

望C0BeTcK蝸reo〃｡r〃私地･3,cTp.6-22

28)んA.BaKゆ0B(工961)1イバンミノ･イロビッチ

クｰプキンの科学的業績とその時代性C0BeTcxa兄

re㎝orH私肱12里｡Ψ33-5追

29)且n.晦3a脾H0B(1960):西シベリアの堆積コン

プレックスC0BeT岨鯛reo∬ざ醐見,雌8,cTp,26-

㌹

30)刀.A.CHFa皿(1959):西シベリア低地の構造地質

学的諸問題解明への電気検層デｰタの適用によせて

C0BeTcI(醐陀｡刀｡脳見地.3,cT店11進_王脆

31)の.KMゆ0HOB(1959):酉シベリア地方オビ河

中流地域の石油胚胎性の展望Co駝TcKa見reo〃｡r鵬呈

地.2昇｡Ψ7-37�
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第7図匿シベリア卓状地中生層中の石滴空威過程の発達状況

32)甘氏皿ep6脈◎葛,巳κBe肪KO(工959):地質学

的･地球物理学的デｰタの変数解析にもとづく西シベ

リア低地南部中生代･新生代堆積層の構造地質学的研

究Co舵丁雌朋r艶狽｡r鯛里狐10争｡T弘概一80

33)屯r.ryp3脾事汎鼠y㎜鮒⑪馳(エ959):オビ河･

イルトィシュ河河間地域第三系の層序によせてC0Be･

Tα鵬醐鮒鰍事地7ぺ父p.47-5工

34)嵐n.Ka3a脾H0B(エ958):石油･天然ガス探査に

関係ある西シベリア低地の中生代曲新生代堆積フォｰ

メイションCo腿で｡K鯛reo刀｡r醐辞地.12票｡Tp.57

��

35)H.旺HecTep0B,H.河､y独aTcK励(1971):西シ

ベリア低地中生層の産油･天然ガス層上の泥質岩の遮

喬を性C0BeTcKa兄reα河0FH兄,地.5,cTp.5!_63

36)圧n.BμHHK0Bほか2(197!)1197!-1975年

のソ連における滴田･ガス周調査･探査事業の基本方

向C0BeTcK蝸reo刀｡r蝸刃,地.8,cTp.3_14

37)ソ連における石油鉱業･天然ガス鉱業の今後の発

展をめざした地質科学の主要課題C0BeTcK朋reo･

〃｡rH兄,地.7,cTp.3一五4(1964)

38)B･H･MapKeBxH亜F.H.Teo瓜｡p0B肥(!965):西

シベリア低地における油照･ガス岡分布規則･性に関す

る問題によせてC0BeTc一価re㎝0FH兄,地8,cTp.

���

39)帆Φ』Ba刀囲事帆A山Be刀｡貝蜘(1965):ソ連領

内における深部･深々部油層･天然ガス層探査の展望

C0BeTcKa兄reo〃｡rH貝,挑,3歩｡Tp.10_22

40)A.A.B服Hp0B(1965):ソ違看油･天然ガス地質

学の主な成果と今後の課題〔石油鉱業!00年によせて〕

C0BeTcKa兄Feo〃｡rH兄,Nら.1,cTp.3_16

41)F目A.HepeMeHcK嚇一(1966):地熱解析による酉シ

ベリア低地水理地質断面の研究についてC0BeTc1伽

re㎝or蜥,地.12,cTp.71-80

42)民納｡H0B㏄e〃収磁ほか2(且972)1油困･ガ

ス閏盆地における炭化水素流動体集積帯の分布規則一性

C搬搬鯛醐鮒醐岳池王2葺郷呂鳩山53

43)圧KKW鰍鵬(互972)1廼シベリア凹地の主要構

造要素と石油1天然ガス胚胎性の213の閥懸｡o蛤

Tc醐reo扱｡r鵬掩2卵J6-30

'4遂)C山風肋Ta脆鑓(王蜥)1西シベリア低地の基盤

構造に関する新知見C鯛eTCKa兄re㎝Or搬虫雌｡3堕

45)rLK.Ky汲雌鵬(!968):シャイム=クラスノレ

ｰニシスク油田区における西シベリア楯状地の基盤

Co遭eTc蝸只reo刀◎脳泉,泌目8華｡叩由ユ08一三五2

46)F.氏Ocrp戚ほか2(!968):西シベリア油田･

ガス田区の経済地質区分C腿e工｡K鯛Feo卿脳鼠,泌.

g蛮｡rp.1工2-n8
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