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1. はじめに

 
日本列島では、過去 10～20 万年程度までに関しては、編年に必要となる段丘などの地形・地

質学的情報が多くの地域で得られることから、隆起・侵食などによる変動傾向や速度が比較的明

らかとなっている。しかし、地層処分において考慮すべき 10 万年を超えるようなより長期にお

いては、山地の形成・成長やそれに伴う侵食速度の増加などの大規模な地形変化によって、地下

数百 m 以深の地質環境においても動水勾配や地下水移行経路が大きく変化する可能性がある（尾

上ほか, 20091) ; 草野ほか, 20112)）。そのため、現在の山地の発達段階や動的平衡状態を把握する

ことは、将来の地質環境の予測・評価を行う際には重要な情報となる。山地の発達段階を把握す

るためには、その山地がいつから隆起を開始し、どのように成長してきたかという山地形成プロ

セスを明らかにすることが重要となる。 
山地形成プロセスを明らかにする手法としては、山地を形成する岩石・鉱物の熱年代学的アプ

ローチによって隆起・削剥過程を推定する方法（末岡ほか, 20153) ; Sueoka et al., 20164)）や、起

伏などの地形的形状を解析することにより山地の発達段階を評価する方法（浅森ほか, 20125)）の

ほか、対象とする山地を供給源として、その下流域に分布する砕屑物の堆積学的・岩石学的アプ

ローチによる後背地解析が挙げられる。このうち、後背地解析では堆積物を構成する砕屑粒子と

供給源に分布する岩石との間で鉱物・化学組成を比較する手法が一般的だが、そのためには岩石

の基本的な特徴、すなわち鉱物組合せや岩石組織の正確な把握が不可欠である。 
東濃地科学センターでは、経済産業省資源エネルギー庁から受託した「地層処分技術調査等事

業（地質環境長期安定性評価確証技術開発）」のうちの革新的要素技術開発の一つとして、山地形

成プロセスを明らかにするための後背地解析技術の整備を進めてきた（日本原子力研究開発機構, 
20146), 20157), 20168), 20179)）。本報告書は、後背地解析技術の適用性の検討として事例研究を実

施した中部日本の東濃地域において得られた、砕屑物の供給源に分布する基盤岩である珪長質火

成岩類の記載岩石学的データ（岩石記載・モード測定）を取りまとめたものである。 
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2. 対象試料および地質概説 
 

2.1 対象試料 
東濃地域において基盤岩として分布する濃飛流紋岩、花崗閃緑斑岩、伊奈川花崗岩、苗木・上

松花崗岩について、岩石の薄片観察およびモード測定による岩石記載を行った。試料採取地点を

図 2-1の地質図および表 2-1に示す。なお、試料番号は日本原子力研究開発機構, 20157)に準ずる。 
 

 

図 2-1 試料採取地点 
地質図は日本原子力研究開発機構, 20179)に基づいて作成。
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表 2-1 試料一覧

 
試料番号は日本原子力研究開発機構, 20157)に準ずる。

試料番号 試料名 岩石種

OR-01(研磨片)

伊奈川花崗岩

AG-01-1A(研磨片)

AG-02(研磨片)

ARR-02(研磨片)

岩石3

岩石4

岩石4(研磨片)

岩石13

岩石28

岩石29 苗木・上松花崗岩

岩石32

岩石34

岩石34(研磨片)

岩石9

岩石9(研磨片)

濃飛流紋岩（NOHI-3)

岩石6 苗木・上松花崗岩

岩石10

岩石10(研磨片)

岩石11

岩石11(研磨片)

岩石12

岩石12(研磨片)

伊奈川花崗岩

苗木・上松花崗岩

苗木・上松花崗岩

伊奈川花崗岩

伊奈川花崗岩

伊奈川花崗岩

苗木・上松花崗岩

苗木・上松花崗岩

花崗閃緑斑岩
（岩山岩体）

苗木・上松花崗岩

伊奈川花崗岩

伊奈川花崗岩
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2.2 地質概説 
東濃地域の模式地質構成を表 2-2 に示す。基盤岩として中生代の美濃帯堆積岩類、白亜紀末期

の濃飛流紋岩およびその活動に伴って貫入する花崗岩類などの珪長質火成岩が分布する。一部で

は新第三紀の堆積岩類（瑞浪層群、東海層群）がこれらを被覆し、さらに河川沿いなどでは段丘

堆積物や沖積層などの第四紀堆積物が分布する。 
東濃地域では白亜紀末期の珪長質火成岩類が大部分を占め、山地ではこれらが広く分布し、木

曽川や付知川などの河川沿いでも岩盤が削剥されて露出する。瑞浪層群・東海層群の基盤はこれ

ら珪長質火成岩類であり、東濃地科学センター周辺のボーリングでは、新第三紀の堆積岩類の地

下 100～300 m 程度に基盤をなす花崗岩が確認されている（湯口ほか, 201010)）。 
 

表 2-2 東濃地域の模式地質構成

時代 地質 分布 

第四紀 
完新世 沖積層 低地に分布。 
更新世 段丘堆積物 河川沿いに分布。 

新第三紀 
鮮新世 
中新世 

東

海

層

群 

土岐砂礫層 
陶土層 

基盤岩を被覆して分布。 

瑞浪層群 基盤岩を被覆して分布。 

中生代 
白亜紀 

木曽駒花崗岩 
苗木-上松花崗岩 
伊奈川花崗岩 
花崗閃緑斑岩 
濃飛流紋岩 

東濃地域全域に広く分布・露出。 

三畳紀～ジュラ紀 美濃帯 中部日本に広く分布するが、東濃地域での露

出は小規模。 
 
(1) 美濃帯堆積岩類 

東濃地域では一部で小規模に露出するのみだが、岐阜県～長野県にかけて白亜紀-古第三紀火成

岩類の基盤岩として広く分布する。段丘に見られる礫層中でも、美濃帯を構成する砂岩、泥岩、

チャートの礫は頻繁に確認される。本地域の美濃帯は、海洋プレート上部に堆積したチャート～

大陸縁辺から供給された泥岩・砂岩が海洋プレートの沈み込みに伴って陸側に付加された付加体

である。主に白亜紀-古第三紀火成岩類による熱変成により、本地域の美濃帯のチャートや砕屑岩

は年代指標となる放散虫化石などの保存が良くないが、一部の研究からは、泥岩からジュラ紀最

末期の放散虫化石の産出が報告されており（尾崎・鈴木, 199711)）、美濃帯の中では最も新しいジ

ュラ紀最末期～白亜紀初頭の付加年代が想定される（中江, 200012)）。 
 
(2) 領家花崗岩 
西南日本内帯の最も中央構造線に近い地域に分布する花崗岩類であり、美濃帯堆積岩類に変成を

与えて領家帯を形成する基盤岩である。中央構造線に沿って中部日本～九州まで広く分布する。

領家花崗岩は古期領家花崗岩と新期領家花崗岩の二つのステージに区別することができる。かつ

てはこの二つのステージの境界に濃飛流紋岩の活動があったとされてきたが（領家研究グループ, 
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197213)）、近年は花崗岩類の産状や相互関係、年代測定結果などから、古期領家花崗岩は領家変

成作用の継続期間中に領家変成岩の構造に調和的に貫入したもの、新期領家花崗岩は領家変成岩

の構造を切るように岩床・バソリス状に貫入したものとされる（原山ほか, 198514) ; Nakai and 
Suzuki, 200315)）。本地域の花崗岩類では伊奈川および木曽駒花崗岩が新期領家花崗岩とされてお

り、これらと濃飛流紋岩との関係は次項の通りの見解がある。 
 

 
(3) 濃飛流紋岩およびそれと関連した珪長質火成岩類 

東濃地域に見られる白亜紀末期の珪長質火成岩類の貫入関係を図 2-2 に示す。これらの岩石の

年代は Rb-Sr 全岩アイソクロン年代（白波瀬, 200516)）、K-Ar 年代（山田ほか, 199217)など）、

CHIME 年代（Suzuki et al., 199818) ; Suzuki and Adachi, 199819)）などによって体系的に求め

られ、一連の活動が 10～20 My に及ぶ期間であったとされていたが（山田・小井土, 200520)）、

星ほか, 201621)ではジルコンの U-Pb 年代測定に基づき、NOHI-1 から NOHI-6 が約 72～70 Ma
の期間に収まる可能性を指摘している。 
以下、本研究で観察を行った各岩石の概要について記す。 

 

 
図 2-2 濃飛流紋岩と珪長質火成岩類の貫入関係 

山田・赤羽, 200522)および小井土ほか, 200523 に基づき作成。赤字が本研究で記載された岩石。

① 濃飛流紋岩 
中部日本、岐阜県～長野県南部にかけて広く分布する白亜紀末期の大規模火砕流堆積物であり、

長さ約 100 km、面積約 3500 km2、体積約 5000～7000 km3に達する巨大岩体を構成する。カル

デラ充填の火砕流堆積物のため、地上に噴出した火砕物でありながら数 km におよぶ厚さを持ち、

大部分の岩石が溶結している。これらは一連の火成活動の産物であり、活動時期と火山層序から

NOHI-1～6 に区分され、さらに個々の火砕流ユニットの単位として 11 枚の火山灰流シート（Ash 
Flow Sheet ; AFS）に細分される（山田・小井土, 200520)）。下部である NOHI-1 および 2 と上部

である NOHI-3～6 で大別され、両者の間には 5～10 My の活動の休止期があるとされていたが、

星ほか, 201621)の結果からはその期間は従来よりも短かったと考えられる。 
岩石としては石英、アルカリ長石、斜長石の斑晶を多く含む火砕岩であり、異質岩片が非常に
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少なく大部分が本質物からなることが特徴である。有色鉱物組合せは多様で、①黒雲母のみから

なる、②黒雲母・角閃石からなる、③斜方輝石・黒雲母を主とし、単斜輝石・角閃石・かんらん
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東濃地域、特に岐阜県中津川市では NOHI-3 の下呂 AFS が広く分布する。中津川市の付知川
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赤羽, 200522)）。熱変成したものは有色鉱物が再結晶して微細な黒雲母・角閃石に置き換わったデ

カッセイト組織を示し、元の鉱物が不明となっている。また、熱水によって基質や有色鉱物が変
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② 伊奈川花崗岩 
岐阜県、愛知県、長野県に分布し、中部領家帯で最も広い分布面積を持つ岩体である。模式地

は長野県木曽郡大桑村の伊奈川流域で、東濃地域では中津川市～土岐市の南東部（屏風山断層の
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分布し、活動時期から花崗閃緑斑岩Ⅰ（NOHI-1 および 2 と同時期）と花崗閃緑斑岩Ⅱ（NOHI-3
～6 と同時期）に区分される。前者は恵那市～中津川市にのみ分布、後者は中津川市から北方の

広い範囲にわたって点在する。 
本研究で採取された岩山岩体は花崗閃緑斑岩Ⅱに分類され、NOHI-2 の赤河 AFS と NOHI-3

の下呂AFSに貫入し、苗木・上松花崗岩の貫入によって熱変成を受けている（小井土ほか, 200523)）。
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全体的に無構造の塊状の岩石で、石英および長石の 1～3 cm 程度の斑晶が目立つ。斑晶量は 40
～60 vol%で濃飛流紋岩と似た様相だが、本質レンズを含まない、鉱物の形状が破片状でない点

などで区別される。 
 
④ 苗木・上松花崗岩 
濃飛流紋岩に伴う深成岩で、長野県木曽郡上松町、岐阜県中津川市苗木、岐阜県土岐市～瑞浪

市に分布する。この花崗岩は濃飛流紋岩と同じ起源を持つと考えられ（Sonehara and Harayama, 
200726)）、領家花崗岩とは明確に異なる化学的特徴を持ち（Ishihara and Terashima, 197730)）、

山陽花崗岩に区分される。土岐市～瑞浪市にかけて分布する岩体は土岐花崗岩と呼称されている

が、これも一連の火成活動の産物と考えられ、広義では苗木・上松花崗岩とされている（山田・

赤羽, 200522)）。本論ではこれらの考え方に倣い、独立した岩石ではなく苗木・上松花崗岩として

一括して扱う。 
苗木・上松花崗岩は NOHI-1～5、伊奈川花崗岩、花崗閃緑斑岩Ⅱに貫入し、特に東濃地域で

は濃飛流紋岩、花崗閃緑斑岩に熱変成を与えている。この範囲は比較的広く、地表に出ていない

岩体が濃飛流紋岩の地下に入り込んでいると考えられている（Koido, 199131)）。貫入・定置年代

は貫入関係から NOHI-5 以降（NOHI-6 を貫く岩体が苗木・上松花崗岩を貫かないことから

NOHI-6 以降とも考えられる ; 山田・赤羽, 200522)）、ジルコンの SHRIMP 年代は約 71 Ma（中

島ほか, 199332)）、モナズ石の CHIME 年代は約 67 Ma（鈴木ほか, 199433)）である。これらは星

ほか, 201621)の濃飛流紋岩のジルコン U-Pb 年代測定結果と大きな矛盾は無いが、この年代値も

見直される可能性がある。土岐地域に関しては、Yuguchi et al., 201634)はジルコンの U-Pb 年代

測定を行い、オシラトリー累帯を示すジルコンの年代を定置年代とみなし、約 72～70Ma として

いる。 
苗木・上松花崗岩の岩石学的特徴は、上松地域、苗木地域、土岐～瑞浪地域でやや異なる。一

般に石英、アルカリ長石、斜長石を主とし、5.0 vol%程度有色鉱物を含む点は各地域で共通する

が、上松地域ではペグマタイトに乏しく、粗粒黒雲母花崗岩を主として一部に角閃石黒雲母花崗

岩も見られる（片田・礒見, 195835)）。苗木地域では SiO2含有量が 76～77 wt%の細粒～粗粒黒

雲母花崗岩が大半で、ペグマタイトを伴うことが多い（Ishihara and Wu, 200136)）。土岐～瑞浪

地域ではペグマタイトが乏しく、湯口ほか, 201010)は複数の大深度ボーリングコアの観察から、

外側から順に白雲母黒雲母花崗岩、普通角閃石黒雲母花崗岩、黒雲母花崗岩からなる累帯深成岩

体としている。全岩化学組成では、土岐～瑞浪地域は SiO2含有量が 74 wt%程度、アルミナ飽和

度が 1.1 前後とやや高いなどの点が苗木地域と異なる（Ishihara and Wu, 200136)）。暗色包有岩

を含むこともあるが、ほとんどは数 cm の小規模なものである。 
 

⑤ 木曽駒花崗岩 
最も後期に濃飛流紋岩に貫入した花崗岩で、主に長野県に分布する。木曽駒ヶ岳（長野県駒ケ

根市）を構成する木曽駒岩体、長野県南木曽町に分布する大桑岩体、長野県上松町に分布する小

川岩体からなり、それぞれ深部相、中間相、浅部相と考えられる（山田・赤羽, 200522)）。小川岩

体は NOHI-5 と苗木・上松花崗岩、大桑岩体は伊奈川花崗岩と苗木・上松花崗岩に貫入する。主

に花崗閃緑岩からなり、暗色包有岩を多く含む点が特徴である。 
 

(4) 瑞浪層群 
中新世前期～後期に堆積した湖成～海成の地層で、東濃地域では瑞浪市や恵那市岩村などに分

布する。地層の傾斜は緩く、乱れが少ないためよく保存され、市街地や河床などで露出している。
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層厚は全体で 600 m 程度だが、化石に富むことが大きな特徴であり、海の動物から陸の動植物ま

で多様に含まれる。大型哺乳類のデスモスチルスや新第三紀の示準化石であるビカリアなどが有

名である（瑞浪市化石博物館, 201037)）。 
層序は不整合や古環境から大きく 4 つに分けられ、下位から亜炭層や大型哺乳類化石を産する

湖性の土岐夾炭層、古瀬戸内の火山活動が激しかった時代の本郷層、段階的な海進を示す瑞浪層

群の主部である明世層、海進期の海が広がった時代の生俵層からなる（瑞浪市化石博物館, 
201037)）。瑞浪層群の層序変化は中新世の古瀬戸内海の拡大を示し、温暖で海進が進み、現在の

東濃地域が水深 200 m 程度の深さまで達していたことを示している。 
 

(5) 東海層群 
中新世末期～鮮新世にかけて堆積した地層で、東濃地域に加え愛知県から三重県にかけて広く

分布する。東濃地域では下位の土岐口陶土層とその上に厚く堆積する土岐砂礫層からなり、これ

らは瀬戸層群とも呼称される（瑞浪市化石博物館, 201037)）。東海層群の層序は既存研究で記載さ

れ、その年代については多治見市の最下部層に含まれる中新世末期の植物化石（陶土団体研究グ

ループ, 199938)）、中津川市の中部層に狭在する中津川Ⅰ・Ⅱテフラ（または大田テフラ）の 3.3
～5.3 Ma のフィッショントラック年代（陶土団体研究グループ, 198539) ; 中山・吉川, 199540)）、

上部層に含まれる上野玄武岩（1.4～2.7 Ma ; 中野ほか, 200041)）礫の存在などから議論されてい

る。 
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3. 観察・測定手法 
 
3.1 モード測定の課題 
岩石の薄片観察、モード測定といった記載岩石学的な解析は、岩石学のみならず後背地解析に

おける堆積物の給源の特定などでも重要な検討方法である。しかし、観察・測定手法にはいくつ

かの課題が存在する。本研究では、これらの問題点を考えた上で適切な手法の検討を行った。 
 

(1) モード測定の問題点 
モード組成は岩石の鉱物組成を示すデータであり、この測定は一般的に「ポイントカウンティ

ング法」によって行われている。この手法は、以下のような原理に基づき行われる。 
 
1）薄片上に一定間隔の仮想的なメッシュをかける（図 3-1）。 
2）その交点の総数の内で、どれだけの点数がどの鉱物の上にあるのかを数える。 
3）その割合から面積比を求める。 
 

 
図 3-1 ポイントカウンティング法の概要

赤い点（メッシュの交点）にある鉱物を計数し、割合を求める。

 
具体的には、偏光顕微鏡にメカニカルステージを取り付け、一定間隔で移動しながらカウンタ

ーで鉱物の点数を計数し、モード組成を計算する。薄片は一定の厚みを持つため、測定によって

得られた面積比は薄片中の鉱物の体積比にほぼ等しいとされている（黒田・諏訪, 198342)）。 
この手法は現在でも基本的な記載岩石学的解析手法として一般的に行われている。しかし、こ

の手法には次のような問題点が内在する。 
 
1）測定に時間と手間がかかる。 
2）測定者の技量に左右される。 
 
まず 1 つ目の問題に関しては、時間や手間がかかる試験・解析は多々あるが、測定中常に集中

して偏光顕微鏡を見続けてカウントを行うという点は、多くの測定者にとって特別な労苦である

と言える。例えば、薄片 1 枚（20 mm×30 mm）を 0.5mm 間隔で隈なく測定する場合は約 2400
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点を計数することとなるが、慣れていても一般的には約 1～2 時間かかる（仮に鉱物の判別を 1
点につき 1 秒で行ったとしても約 40 分必要である）。 

2 つ目の問題は特に重要な点だが、モード測定ではその鉱物が何であるか判別した上で計数を

行うため、判別が正しいか否かによって結果が変化する。そのため、測定者の鉱物判別能力によ

っては正しいモード組成を得られない可能性があり、熟練者と初心者では結果が大きく異なるこ

ともある。また、鉱物判別には必ずしも定量的な根拠があるわけではない。例えば、石英、アル

カリ長石、斜長石はそれぞれに特有な組織（波動消光、パーサイト、カールスバット双晶または

アルバイト双晶など）、ベッケ線による屈折率の高低、コノスコープ像など多くの判別基準がある

が、これらは必ずしも明瞭であるわけでは無く、何の判別基準も認められない場合もしばしばあ

る。このような時、測定者は経験的法則によって判別をしているが、その判別が正しいことを示

す根拠は何も無い。モード測定の結果は、多くの研究で全岩化学組成の定量分析同様の「定量的

なデータ」として扱われているが、実際には不確定な点を多く孕んだデータであると言える。 
 

(2) 観察範囲の問題 
仮にモード測定の鉱物判別が全て正しかったとしても、測定範囲が異なれば同じ測定者が同じ

薄片で実施しても結果が異なる。特に、粗粒な岩石の場合は測定範囲によって明確に結果が異な

ることがある。例えば、図 3-2 で示した薄片は粗粒な斑晶を含む花崗岩（IUGS の分類における

狭義の花崗岩 ; Streckeisen, 197443)）であるが、右半分のみと左半分のみの測定の場合、結果が

大きく異なる。そして、どちらもこの花崗岩の全岩化学組成の測定結果とは大きく乖離したモー

ド組成である。このように、岩石によっては適切なスケールで観察・測定を行わなければその岩

石を正しく評価できない可能性がある。また、この例の場合は薄片一枚全体をモード測定すれば

良いが、粗粒花崗岩では薄片の作成位置によっては特定の鉱物の粗粒結晶のみが薄片の大部分を

占める、といったこともしばしばある。岩石のどの部分から薄片を作成するかだけでなく、そも

そも薄片一枚では評価に不十分な場合もあり得る。 
 

 
図 3-2 斑状花崗岩の薄片写真（直交ニコル）
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3.2 測定手法の選定 
モード測定における課題、および観察範囲における課題は、岩石の特徴を正しく評価する上で

無視できない点である。そのために必要な条件は以下の通りである。 
 
1）定量的に鉱物判別を行うことができる。 
2）岩石を適切な範囲（広範囲）で測定することができる。 
 
モード測定の定量化・効率化の試みは、鉱物を染色してスキャナーで読み取り画像処理し、画

像内のピクセル数から測定を行う手法（西本, 199644)）、走査型 X 線分析顕微鏡で読み取った画像

から解析を行う手法（戸上ほか, 199845) ; 道林ほか, 200246)）などが検討されている。しかし、

前者では有色鉱物の判別ができず、画像処理に測定者の主観が入る可能性がある点、後者にはプ

ログラミングの複雑さに加え計算過程の様々な要因によってポイントカウンティング法による結

果と差異が見られるなどの課題がある。同様の手法で石橋・湯口, 201747)は MJPD 法を提唱して

いるが、この手法では元素分布図の色調と各鉱物の X 線強度を比較して対応させる必要があり、

未知試料に対してはやや手間がかかる。 
そこで、本研究では測定者の技量によらず、ソフトウェアでの難解・複雑な操作や高度なプロ

グラミングの知識を極力排除した簡便な手法として、走査型 X 線分析顕微鏡と画像処理・解析ソ

フトウェアを用いたモード測定（植木・丹羽, 201748)）を採用した。この手法は走査型 X 線顕微

鏡の元素分布図に基づいて鉱物分布図を作成するため、鉱物組成という根拠に基づいた鉱物判別

によるモード測定である。さらに、広範囲の測定も可能で、薄片だけでなく岩石研磨片を用いて

より広い範囲のモード測定を行うことも可能である。また、測定は自動で行われ、パーソナルコ

ンピュータ上の画像処理・解析も定型化された手順で行うだけのため、モード測定のための手間

は大幅に低減される。新鮮な花崗岩質岩に対しては、本手法によって求めたモード組成がポイン

トカウンティング法による結果と大きな差異なく非常に確度・精度の良いデータとなることが分

かっている。 
 

3.3 走査型 X 線分析顕微鏡と画像処理・解析ソフトウェアを用いたモード測定 
以下に本手法の手順について記す。詳細については植木・丹羽, 201748)を参照されたい。測定

には東濃地科学センター土岐地球年代学研究所設置の堀場製作所製 XGT-5000 を用いた。 
 
1）試料（薄片または研磨片）を走査型 X 線分析顕微鏡で面分析する。 
・測定範囲：薄片では 31.744 mm～37.888 mm 四方、研磨片では 51.2 mm 四方 
・測定時間：3600 秒 
・積算回数：18 回 
・測定元素：Si、Al、K、Ca、Fe 

2）測定によって得られた元素分布画像を Adobe Photoshop®を用いて画像処理し、石英、アル

カリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石の鉱物分布図を作成する。 
3）画像解析ソフトウェア Image J（Schneider et.al., 201249)）で各鉱物分布図を読み込み、

鉱物の分布面積を求める。 
4）鉱物面積の総和から各鉱物の分布面積を割り、モード組成を計算する。 
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4. 岩石記載およびモード測定 
 
4.1 試料の記載 
図 2-1 および表 2-1 に示した 15 地点で採取された 37 試料の薄片または研磨片について、岩石

記載およびモード測定を行った。モード測定は前項で述べた走査型 X 線分析顕微鏡と画像処理・

解析ソフトウェアを用いた手法（植木・丹羽, 201748)）で行ったが、一部ではポイントカウンテ

ィング法を採用した。基本的には薄片を用いて鉱物組合せや組織を観察し、いくつかの試料では

研磨片を用いてモード組成を測定した。花崗岩類の分類は Streckeisen, 197443)に準ずる。 
表 4-1 に黒田・諏訪, 198342)などに基づく本報告書で用いた岩石記載における用語を示す。 
 

表 4-1 岩石記載における用語

用語 説明 

アルバイト双晶 
斜長石に見られる双晶。直交ニコルで見ると、幅の狭い多数の双晶が消光

する際に縞状の明暗を示すことが特徴。 

カールスバット双晶 
長石に見られる双晶。直交ニコルで見ると、柱状結晶の長軸と平行に、異

なる消光を示す 2 つの部分からなる単純双晶。 
集斑状 鉱物がいくつか集合して一つの斑晶のようになっているもの。 
セリサイト化 斜長石内部などが絹雲母に置換される変質作用。熱水変質によるもの。 

ソーシュライト化 
斜長石内部などが緑れん石・緑泥石・斜ゆうれん石などの微細な鉱物の集

合体に置換される変質作用。Ca の多いものほど顕著。 
他形粒状組織 ほぼ同じ粒径で、自形の結晶を含まない組織。アプライトなど見られる。 
多色性 単ニコルでステージを回した時に鉱物の色や濃淡が変化する現象。 

多色性ハロー 
黒雲母にジルコン・褐れん石・モナズ石などが含まれる際にその周囲で見

られる黒色変質。単ニコルでの観察で確認できる。 

デカッセイト組織 
接触変成岩に見られる組織。再結晶した柱状結晶がばらばらな方位に成長

し、十字に絡み合うように見える。 

パーサイト 
アルカリ長石中に含まれていた Na 長石成分が、冷却過程で離溶した組織。

直交ニコルではカリ長石の中に筋状の結晶が確認できる。 

斑状 
細粒な部分に、より粗粒な結晶が斑晶として存在している組織。細粒・粗

粒は相対的なものであるため、火山岩にも深成岩にも用いられる。 
微斜長石構造 アルカリ長石の一種の微斜長石に見られる直交した格子状構造。 
ポイキリティック組織 ある鉱物結晶の中に他の鉱物が不規則に取り込まれている組織。 
ミルメカイト 斜長石と虫食い状石英からなる組織。固結末期に形成される。 

緑泥石化 
黒雲母、角閃石、輝石などの有色鉱物が緑泥石に置換される変質作用。熱

水変質によって生じると考えられる。 

累帯構造 
直交ニコルで、一つの結晶で中心と外側が異なる干渉色で見える構造。鉱

物の累進的な組成変化を反映し、斜長石などで見られる。 
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1：苗木・上松花崗岩（土岐花崗岩）

試料名：OR-01-1 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県恵那市山岡町（35.3285N, 137.2996E） 

 

 
Qtz  31.85% 
Afs  31.69% 
Pl  32.70% 
Bt  3.76% 
Q：A：P＝33：33：34 

概要 等粒状組織の中粒花崗岩。 
粒径・組織 φ1-5 mm 程度が支配的。粒径のばらつき小さく概ね等粒状。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石 

色指数 3.76%：集斑状を呈する部分あるが、有色鉱物はあまり含まれない。 

変質度

低-中：一部に斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）が見られ、特に

鉱物の内側ほど顕著である。黒雲母の緑泥石化はあまり顕著ではないが、鉱物の周

囲が緑色を呈する部分もある。 

組織
ポイキリティック組織はあまり顕著ではないが、一部でアルカリ長石が斜長石を内

包するものも見られる。 

無色鉱物

石英は他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は自形柱状～板状のものが見ら

れる。薄片下部の斜長石が広い範囲を占める部分は、同時期に晶出した複数の柱状

の斜長石からなる様相で、一枚の結晶ではない。アルカリ長石はパーサイトとカー

ルスバット双晶、斜長石は累帯構造とアルバイト双晶が見られる。 

有色鉱物
有色鉱物は黒雲母のみ。濃褐色のφ1 mm 程度の板状～柱状が多いが、細かいもの

が集斑状を呈する部分も見られる。 

副成分鉱物
ジルコンが多く見られ、黒雲母中に含まれるものは多色性ハローが顕著。φ0.2 mm
程度の褐れん石も含まれる。 

像 Ca 像が不鮮明。 
その他 OR-01-2 および OR-01（研磨片）と同一試料。 

考察

形状から斜長石と黒雲母の晶出は比較的初期、石英とアルカリ長石お晶出はそれよ

り後でほとんど同時期と考えられる。分布する位置が試料番号 23（試料名 79 およ

び Org）と近く、関連がある可能性あり。 
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1：苗木・上松花崗岩（土岐花崗岩）

試料名：OR-01-2 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母花崗岩 岐阜県恵那市山岡町（35.3285N, 137.2996E） 

 

 
Qtz  33.34% 
Afs  44.41% 
Pl  19.69% 
Bt  2.57% 
Q：A：P＝34：46：20 

概要 φ15 mm 程度の粗粒なアルカリ長石を含む花崗岩。 
粒径・組織 粗粒結晶を除くと、φ1-5 mm 程度が支配的で概ね等粒状。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石 

色指数 2.57%：有色鉱物の乏しい部分。黒雲母が点在する。 

変質度

低-中：一部に斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）が見られ、特に

鉱物の内側ほど顕著である。黒雲母の緑泥石化はあまり顕著ではないが、周縁が緑

色を呈する部分もある。赤色酸化して多色性を失った黒雲母も見られる。 

組織

粗粒のアルカリ長石には、石英や斜長石を内包するポイキリティック組織が見られ

る。斑状花崗岩のような組織は見られず、等粒状の中粒花崗岩中に粗粒なアルカリ

長石が含まれる様相である。 

無色鉱物

石英は他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は自形柱状のものが見られる。

アルカリ長石はパーサイトとカールスバット双晶、一部で微斜長石構造、斜長石は

累帯構造とアルバイト双晶が見られる。 

有色鉱物
有色鉱物は黒雲母のみ。濃褐色のφ1mm 程度の板状結晶が多い。石英や斜長石に

形状を規制されてやや半自形のものも見られる。 

副成分鉱物
ジルコン、褐れん石が多く含まれる。黒雲母中に含まれる褐れん石には多色性ハロ

ーが顕著である。 
像 Ca 像が不鮮明。 

その他
OR-01-1 および OR-01（研磨片）と同一試料。粗粒アルカリ長石を含むため、適

切なモード組成ではない可能性がある。 

考察

OR-01-1 と同じく、斜長石と黒雲母の晶出は比較的初期、石英とアルカリ長石の晶

出はそれより後でほとんど同時期と考えられる。微斜長石が見られることから、比

較的時間をかけて冷却されたと推測される。褐れん石とジルコンは黒雲母に包有さ

れるため、比較的早い時期の晶出である。粗粒のアルカリ長石は形状を他の鉱物に

規制されているため、多くの鉱物が晶出した後に形成されたと考えられる。 
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1（研磨片）：苗木・上松花崗岩（土岐花崗岩）

試料名：OR-01 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県恵那市山岡町（35.3285N, 137.2996E） 

 

 
Qtz  36.94% 
Afs  35.19% 
Pl  24.46% 
Bt  3.41% 
Q：A：P＝38：37：25 

概要 等粒状の中粒花崗岩。 

粒径・組織

見かけ上はφ10 mm 程度の鉱物が多く含まれるように見えるが、概ねφ1-5 mm 程

度で粒径のばらつき小さく等粒状。肉眼的にも斑晶のような粗粒の鉱物は見られな

い。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ― 

色指数 3.41%：有色鉱物は点在し、肉眼的には集斑状を呈する部分は見られない。 
変質度 ― 
組織 アルカリ長石が自形斜長石を包有するポイキリティック組織あり。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は自形柱状～板状のもの

が見られる。肉眼的には、石英は薄い紫色を呈して判別が容易だが、アルカリ長石

と斜長石は白色で判別できない。 
有色鉱物 有色鉱物は黒雲母のみ。濃褐色のφ1 mm 程度の板状結晶が多い。 

副成分鉱物 ― 
像 Ca 像が不鮮明。 

その他
OR-01-1 および 2 と同一試料。等粒状の岩石で広い範囲を見ているため、適切なモ

ード組成と考えられる。 

考察

Q-A-P 比では OR-01-1 と 2 の中間的と言える。産状に関しても、薄片観察の結果

を支持するものである。また、分布する位置が試料番号 23（試料名 79 および Org）
と近く、関連する可能性がある。 
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2：伊奈川花崗岩

試料名：BY-05 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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普通角閃石-黒雲母斑状花崗岩 岐阜県恵那市三郷町（35.3725N, 137.3492E） 

 

 
Qtz  26.57% 
Afs  45.31% 
Pl  22.07% 
Bt  3.91% 

Hbl  2.14% 
Q：A：P＝28：48：24 

概要 アルカリ長石斑晶が目立つ花崗岩。 
粒径・組織 粗粒、斑状。斑晶はφ10-20 mm、それ以外の部分はφ1-8 mm 程度。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石 

色指数 6.05%：有色鉱物が集斑状の部分も見られるが、やや低い。 

変質度
低：比較的新鮮。斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）は乏しく、有

色鉱物の緑泥石化は見られない。 

組織
集斑状を示す有色鉱物あり。アルカリ長石が斜長石、黒雲母、普通角閃石を内包す

るポイキリティック組織も見られる。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は粗粒だが石英や斜長石に形状を規制された半自

形が多い。斜長石はほかの鉱物に内包される形状の自形の柱状～長柱状結晶が多

い。アルカリ長石のカールスバット双晶とパーサイト顕著。斜長石はアルバイト双

晶目立つ。 

有色鉱物

有色鉱物は黒雲母と普通角閃石を含む。黒雲母は褐色の濃い板状～柱状、普通角閃

石は褐色～緑色のひし形のものが多い。黒雲母と普通角閃石の細かい自形結晶が集

斑状を示す部分も散見する。黒雲母は普通角閃石中に内包されるものも見られる。 
副成分鉱物 褐れん石が比較的多く、長柱状のものも見られる。 

像 Ca 像が鮮明。 

その他
アルカリ長石斑晶が広い面積を占める部分のため、適切なモード組成ではない可能

性あり。 

考察
有色鉱物比率、組織は近隣で採取した試料番号 25（試料名岩石 10）と同様のため、

形成過程も同様と考えられる。 
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3：伊奈川花崗岩

試料名：AG-01-2 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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普通角閃石-黒雲母花崗閃緑岩 岐阜県中津川市阿木（35.3830N, 137.5026E） 

 

 
Qtz  29.40% 
Afs  18.86% 
Pl  46.79% 
Bt  4.38% 

Hbl  0.57% 
Q：A：P＝31：20：49 

概要 中～粗粒の不均質な花崗岩。斑状ではない。 

粒径・組織
鉱物がかみ合う等粒状組織。粒径は概ねφ1-5 mm 程度、最大でφ10 mm 程度のも

のも見られる。斑状花崗岩のような粒間を埋める微細な鉱物は見られない。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石 

色指数 4.95%：花崗閃緑岩だが、普通角閃石の量は少ない。 

変質度
中：斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）あり。錆のような鉄酸化物

も多い。有色鉱物の変質も散見し、多色性を失ったものも見られる。 

組織
斑状花崗岩と異なり、鉱物がかみ合う組織。粗粒なアルカリ長石が石英や自形斜長

石を包有するポイキリティック組織も見られる。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は半自形～他形が多く、大きな結晶であっても他

の鉱物に形状を規制されている。斜長石は自形の柱状結晶が多く、アルカリ長石に

包有されるものも見られる（ポイキリティック組織）。アルカリ長石にはカールス

バット双晶、パーサイトが見られ、斜長石にはアルバイト双晶が目立つ。 

有色鉱物
黒雲母は褐色の濃い板状、普通角閃石は褐色のひし形のものが含まれる。集斑状の

ものは特に見られず、φ1-3 mm 程度のものが散在する。 

副成分鉱物
ジルコンは黒雲母中で多色性ハローが顕著。燐灰石、褐れん石も黒雲母中に確認さ

れる。 
像 Ca 像が鮮明。 

その他 概ね等粒状で顕著な斑晶も乏しいため、Q-A-P 比は適切と考えられる。 

考察

花崗閃緑岩に分類されるが、比較的大きいアルカリ長石も含まれる。アルカリ長石

は形状を規制されているため、斜長石・石英の晶出後に大きく成長したと思われる。

普通角閃石は褐色を呈することから、比較的高温期で晶出した TiO2 含有量が多い

ものと考えられる。 
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3（研磨片）：伊奈川花崗岩

試料名：AG-01-1A 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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普通角閃石-黒雲母花崗閃緑岩 岐阜県中津川市阿木（35.3830N, 137.5026E） 

 

 
Qtz  35.32% 
Afs  15.75% 
Pl  40.13% 
Bt  6.01% 

Hbl  2.78% 
Q：A：P＝39：17：44 

概要 斜長石と石英に富む花崗閃緑岩。 
粒径・組織 粒径はやや不均質でφ2-10 mm 程度。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ― 

色指数 8.79%：全体的に有色鉱物が散る。集斑状の部分も見られる。 
変質度 中：肉眼でも褐色を帯びた斜長石の酸化変質部が確認できる。 
組織 斑状組織ではなく、様々な大きさであるが鉱物がかみ合う。 

無色鉱物
淡い紫色の粒状石英と濁った白色の自形柱状の斜長石が肉眼でも確認できる。アル

カリ長石は半自形～他形であるが、φ4-8 mm 程度のものが含まれる。 

有色鉱物
黒雲母は黒色、普通角閃石はやや薄い黒色である。薄片では見られなかった集斑状

の部分も見られる。 
副成分鉱物 ― 

像 Ca 像が鮮明。 
その他 AG-01-2 と同一試料。鉱物の剥落などはなく、堅硬な花崗岩。 

考察

Q-A-P 比は薄片と同様だが、有色鉱物含有量は高い。薄片ではほとんど含まれなか

った普通角閃石が見られ、多くの部分を見ることでより適切なモード組成が得られ

たと考えられる。 
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3：苗木・上松花崗岩

試料名：AG-02-1 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市阿木（35.3833N, 137.4968E） 

 

 
Qtz  39.59% 
Afs  31.94% 
Pl  24.85% 
Bt  3.63% 
Q：A：P＝41：33：26 

概要 中粒等粒状の花崗岩。 
粒径・組織 中粒、等粒状。φ1-5 mm 程度の鉱物が支配的。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、白雲母 

色指数 3.63%：有色鉱物は全体的に散在する。集斑状を呈するものは見られない。 

変質度

中：斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）、アルカリ長石の汚濁が顕

著。斜長石の変質は内側ほど顕著。有色鉱物も変質によって緑色化したものや赤色

酸化して多色性を失ったものが見られる。 

組織
鉱物がかみ合う等粒状組織。アルカリ長石が斜長石、褐れん石を包有するポイキリ

ティック組織も一部で見られる。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は柱状～板状の自形が見

られる。アルカリ長石はカールスバット双晶とパーサイト、斜長石にはアルバイト

双晶が顕著。 

有色鉱物
黒雲母のみを含む。柱状～板状のものが点在し、集斑状のものは見られない。白雲

母は低温での生成と考えられ、鉱物の一部に微細なものが見られる。 
副成分鉱物 褐れん石がやや多く、全体的に含まれる。黒雲母に包有されるものもある。 

像 ― 

その他
AG-02-2 および AG-02（研磨片）と同じ試料。薄片に孔隙多く、石英・斜長石の

内部に剥落が見られる。 

考察

AG-01 とは隣接した地点だが、岩石の様相は明確に異なる。貫入は苗木・上松花崗

岩の方が後だが、貫入の痕跡などは野外・鏡下観察ともに見られない。 
有色鉱物量比が少ないものの褐れん石が多く含まれ、CaO がやや多い岩相と考え

られる。晶出順序は鉱物の形状から、斜長石が初期に晶出し、その後に黒雲母、ア

ルカリ長石および石英の順と推測される。 
 
  

- 27 -

JAEA-Data/Code 2018-005



 

3：苗木・上松花崗岩

試料名：AG-02-2 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市阿木（35.3833N, 137.4968E） 

 

 
Qtz  36.34% 
Afs  27.69% 
Pl  31.09% 
Bt  4.88% 
Q：A：P＝38：29：33 

概要 比較的均質な花崗岩。 

粒径・組織
中粒、等粒状。φ2-5 mm 程度の鉱物が支配的だが、一部にφ8 mm 程度の斜長石

も見られる。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石 

色指数
4.88%：有色鉱物（黒雲母）が比較的多い。φ1 mm 以下の鉱物が集斑状を呈する

部分も見られる。 

変質度

低-中：一部に斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）あり。有色鉱物

の緑泥石化はあまり顕著ではなく、鉱物の周囲が弱変質して緑色を呈する程度。多

色性が失われて赤色酸化したものも見られる。 

組織
鉱物がかみ合う等粒状組織。アルカリ長石が斜長石を包有する、斜長石が黒雲母を

包有するポイキリティック組織が見られる。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は柱状～板状の自形が見

られる。アルカリ長石はカールスバット双晶とパーサイト、斜長石にはアルバイト

双晶が顕著。 

有色鉱物
黒雲母のみを含む。柱状～板状のものが点在し、一部に細かいものが集斑状を呈す

る部分も見られる。 
副成分鉱物 褐れん石多い。黒雲母に包有される褐れん石は多色性ハローあり。 

像 ― 

その他
AG-02-1 および AG-02（研磨片）と同じ試料。AG-02-1 よりも変質度が低く、薄

片の孔隙も少ない。 

考察

褐れん石を多く含むため、やや CaO が多い岩相と推測される。産状から、黒雲母・

斜長石が初期晶出で、その後に石英、アルカリ長石が晶出したと考えられる。褐れ

ん石は黒雲母に包有されるものもあるため、初期に晶出したと考えられる。 
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3（研磨片）：苗木・上松花崗岩

試料名：AG-02 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市阿木（35.3833N, 137.4968E） 

 

 
Qtz  36.94% 
Afs  35.19% 
Pl  24.46% 
Bt  3.41% 
Q：A：P＝38：37：25 

概要 比較的均質な花崗岩。 
粒径・組織 中粒、等粒状。φ1-5 mm 程度の鉱物が支配的。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ― 

色指数 3.41%：有色鉱物は偏在せず、全体的に散在する。 
変質度 ― 

組織
鉱物がかみ合う等粒状組織。アルカリ長石が斜長石を包有するポイキリティック組

織も見られる。 

無色鉱物
石英は淡い紫色を呈して肉眼でも確認できる。アルカリ長石と斜長石はどちらも白

色で肉眼では判別できない。 

有色鉱物
比較的新鮮な黒雲母は黒色、変質した黒雲母はやや薄い黒色である。薄片同様に複

数の鉱物が集斑状を呈する部分も見られる。 
副成分鉱物 ― 

像 ― 
その他 AG-02-1 および 2 と同じ試料。 

考察

Q-A-P 比は薄片と大きく変わらない。広い範囲を測定することで、より平均的で適

切なモード組成を評価していると考えられる。 
研磨片は AG-01-1A と異なる様相で、色指数によって伊奈川花崗岩と明確に区別で

きる。 
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9：伊奈川花崗岩

試料名：ARR-02A-1 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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普通角閃石-黒雲母アダメロ岩 長野県木曽郡南木曽町（35.5669N, 137.5944E） 

 

 
Qtz  21.08% 
Afs  22.84% 
Pl  38.70% 
Bt  11.89% 

Hbl  5.50% 
Q：A：P＝25：28：47 

概要 不均質な花崗岩。 

粒径・組織
鉱物がかみ合う等粒状組織。φ1-5 mm 程度がほとんどだが、φ10 mm 以上のアル

カリ長石も含まれる。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、スフェーン 

色指数 17.39%：有色鉱物の多い部分の薄片。集斑状のものも見られる。 

変質度

低-中：一部に斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）あり。有色鉱物

の緑泥石化はあまり顕著ではなく、鉱物の周囲が弱変質している程度だが、赤色酸

化して多色性が失われたものも見られる。 
組織 アルカリ長石が自形斜長石を包有するポイキリティック組織が見られる。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は柱状の自形のものが見

られる。粗粒なアルカリ長石には石英、斜長石、黒雲母を包有するものもある（ポ

イキリティック組織）。アルカリ長石はパーサイトとカールスバット双晶、斜長石

は累帯構造とアルバイト双晶が顕著である。 

有色鉱物

板状の黒雲母と柱状～ひし形の普通角閃石を含む。黒雲母は濃褐色、普通角閃石は

淡緑色の多色性を示す。これらは石英を包有するものもある。一部で集斑状を示し、

複数の黒雲母・角閃石が密集している。 

副成分鉱物
ジルコンは顕著に見られる。燐灰石、褐れん石はやや乏しい。スフェーンは細粒な

結晶がわずかに含まれる。 
像 Ca 像が鮮明。 

その他 有色鉱物の多い部分のため、色指数は適切ではない。 

考察

斜長石はほかの鉱物に形状を規制されていないため、最初期の晶出と考えられる。

石英は黒雲母・普通角閃石と同時期またはそれ以前から晶出開始し、アルカリ長石

は最も後であると考えられる。 
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9：伊奈川花崗岩

試料名：ARR-02A-2 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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普通角閃石-黒雲母アダメロ岩 長野県木曽郡南木曽町（35.5669N, 137.5944E） 

 

 
Qtz  22.66% 
Afs  44.76% 
Pl  25.43% 
Bt  6.23% 

Hbl  0.92% 
Q：A：P＝25：48：27 

概要 粗粒アルカリ長石を含む花崗岩。 

粒径・組織
概ね鉱物がかみ合う組織だが、粒間を微細な結晶が埋める部分も見られる。粒径は

φ1-15 mm が主に見られ、不均質。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、スフェーン 

色指数
7.15%：普通角閃石よりも黒雲母の方が多い。有色鉱物は疎らに散るだけでなく、

小さな鉱物が集斑状を呈する部分も見られる。 

変質度

低-中：一部に斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）あり。有色鉱物

の緑泥石化はあまり顕著ではなく、鉱物の周囲が弱変質している程度だが、赤色酸

化して多色性が失われたものも見られる。 

組織
ミルメカイトあり。アルカリ長石が石英、斜長石、黒雲母を包有するポイキリティ

ック組織も見られる。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は柱状の自形のものが見

られる。粗粒なアルカリ長石は柱状を呈するが、他の鉱物に形状を規制されている。

アルカリ長石はパーサイトとカールスバット双晶、斜長石は累帯構造とアルバイト

双晶が顕著である。 

有色鉱物

板状の黒雲母と柱状～ひし形の普通角閃石を含む。黒雲母は濃褐色、普通角閃石は

緑色を帯びた褐色を示す。これらは石英を包有するものもある。一部複数の細かい

黒雲母・角閃石が密集し、集斑状を呈する。 

副成分鉱物
ジルコンは顕著に見られる。燐灰石、褐れん石はやや乏しい。スフェーンは細粒な

結晶が有色鉱物に含まれる。 
像 Ca 像が鮮明。 

その他
ARR-02A-1 と同一試料。粗粒なアルカリ長石が多いため、適切なモード組成でな

い可能性がある。 

考察
Q-A-P 比は異なるが、産状は概ね ARR-02A-1 と同じ。晶出順序も①斜長石、②石

英、黒雲母、普通角閃石、③アルカリ長石の順と推測される。 
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9（研磨片）：伊奈川花崗岩

試料名：ARR-02 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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普通角閃石-黒雲母アダメロ岩 長野県木曽郡南木曽町（35.5669N, 137.5944E） 

 

 
Qtz  26.66% 
Afs  26.28% 
Pl  38.09% 
Bt  7.91% 

Hbl  1.07% 
Q：A：P＝28：29：42 

概要 φ10 mm 程度の鉱物を多く含む粗粒花崗岩。 
粒径・組織 概ね等粒状、φ5-10 mm 程度が多い。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ― 

色指数 8.98%：ARR-02A-1 および 2 の中間的な量。普通角閃石の量比は少ない。 
変質度 ― 

組織
薄片同様にアルカリ長石が石英や斜長石を包有するポイキリティック組織が見ら

れる。 

無色鉱物

淡い紫色の石英と白色の自形柱状斜長石が肉眼でも確認できる。アルカリ長石は肉

眼的には自形柱状だが、薄片で見られるように、他の鉱物に形状を規制された半自

形～他形である。 

有色鉱物
比較的新鮮な黒雲母は黒色、変質したものや普通角閃石はやや薄い黒色である。薄

片同様に複数の鉱物が集斑状を呈する部分も見られる。 
副成分鉱物 ― 

像 Ca 像が鮮明。 
その他 ARR-02A-1 および 2 と同一試料。鉱物の剥落などはなく、堅硬な花崗岩。 

考察
研磨片であるが、薄片で見られた結果と整合的な様相である。様々な様相を呈する

部分を内包して評価しているため、適切なモード組成と考えられる。 
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10：伊奈川花崗岩

試料名：73 

 
鉱物分布図（※変質を評価できていない可能性が高い。） 

 
薄片写真 
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普通角閃石-黒雲母花崗閃緑岩 岐阜県恵那市上矢作町（35.2972N, 137.4825E） 

 

 
Qtz  19.21% 
Afs  15.43% 
Pl  46.06% 
Bt  8.25% 

Hbl  7.90% 
Other  3.16% 

Q：A：P＝24：19：57 
概要 有色鉱物の多い花崗閃緑岩。変質が顕著。 

粒径・組織 粗粒、不均質。全体的にφ1-10 mm 程度。斑状では無くよくかみ合う。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ

主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 

副
ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、白雲母、緑れん石、緑泥石、スフ

ェーン 
色指数 19.31%：非常に有色鉱物多い。 

変質度

高：長石の汚濁・変質（セリサイト化・ソーシュライト化）、有色鉱物の緑泥石化

が顕著に見られ、正確に元の鉱物を判別することが困難。黒雲母は大半が緑泥石化

している。岩石は堅硬である。 

組織
熱水脈あり。粗粒なアルカリ長石が斜長石を包有するポイキリティック組織が見ら

れる。 

無色鉱物

石英は他形、アルカリ長石は斜長石に形状を規制された半自形、斜長石は柱状の自

形を示す。斜長石は大半が変質し、アルバイト双晶が不明瞭なものが多い。アルカ

リ長石のパーサイト乏しく、カールスバット双晶顕著。 

有色鉱物
黒雲母、普通角閃石を 16%程度含む。普通角閃石は組織を残すが、黒雲母はほとん

どが緑泥石化している。 

副成分鉱物
緑れん石、スフェーンが確認される。緑れん石は熱水脈沿い、スフェーンは緑泥石

とともに変質部に微細なものが多く見られる。 

像
黒雲母の K 像が乏しいが、斜長石中に二次的に生成された白雲母の K 像が目立つ。

全体的に Ca 多い。 
その他 ― 

考察

Q-A-P 比でアルカリ長石が乏しく有色鉱物に富むことから、未分化なマグマから形

成されたと考えられる。岩石に見られる変質は、地表での風化というよりも、冷却

過程での地下浅所における二次的な再平衡と推測される。CaO に富む全岩化学組

成を反映し、普通角閃石・斜長石だけでなく、緑れん石やスフェーンも固結末期ま

たは熱水に伴う再平衡で形成したと考えられる。 
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10：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 3 

 
鉱物分布図（中央の斜長石中にセリサイト化が見られる。） 

 
薄片写真 
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黒雲母-普通角閃石トーナル岩 岐阜県恵那市上矢作町（35.2972N, 137.4825E） 

 

 
Qtz  30.40% 
Afs  3.74% 
Pl  53.23% 
Bt  6.27% 

Hbl  6.35% 
Q：A：P＝35：4：61 

概要 アルカリ長石に乏しいトーナル岩。斜長石主体、有色鉱物も多い。 
粒径・組織 中粒、等粒状。比較的均質、φ1-5 mm 程度。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ

主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 

副
ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、白雲母、緑れん石、緑泥石、スフ

ェーン 
色指数 12.62%：有色鉱物多い。 

変質度
中：斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）、有色鉱物の緑泥石化が見

られる。長石の汚濁は著しいが、鉱物判別に支障はない。黒雲母も概ね残存する。 
組織 特徴的なものは見られない。 

無色鉱物
石英は他形、斜長石は自形の柱状結晶をなす。アルカリ長石は非常に少なく、一部

に粒間充填または半自形のものが見られるのみである。 

有色鉱物
有色鉱物は自形の黒雲母、普通角閃石を含む。まだら状に鉱物が変質し、緑泥石や

緑れん石、赤鉄鉱などに変化している。 

副成分鉱物

二次生成または再平衡の副成分鉱物は、細粒～微細な粒子で斜長石中に形成されて

いるものが多い。特に、写真中央の自形斜長石は、累帯構造に沿った白雲母・緑れ

ん石などへの変質が見られる。有色鉱物中などに生成されたスフェーンと緑れん石

は多色性で区別される。 
像 Ca 像が顕著。スフェーンは Ti 像が鮮明な部分に見られる。 

その他 ― 

考察
試料名 73 と同地点。熱水変質は乏しいが、Q-A-P 比でアルカリ長石が乏しく有色

鉱物に富むことから、同様に未分化なマグマから形成されたと考えられる。 
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11：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 4 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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普通角閃石-黒雲母アダメロ岩 岐阜県恵那市上矢作町（35.2734N, 137.4769E） 

 

 
Qtz  23.30% 
Afs  37.89% 
Pl  32.64% 
Bt  6.05% 

Hbl  0.76% 
All  0.37% 
Q：A：P＝24：41：35 

概要 黒雲母に富む中粒花崗岩。 
粒径・組織 中粒、等粒状。φ2-5 mm 程度、粒径のばらつきは小さい。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、緑泥石 

色指数 7.18%：大半が黒雲母。比較的大きな結晶が集まる部分のため高い。 

変質度
低-中：有色鉱物は残存するが、変質を受けて緑泥石化、赤色酸化しているものも

ある。斜長石の汚濁、変質（セリサイト化・ソーシュライト化）もあり。 

組織
比較的大きな石英、アルカリ長石中に斜長石が包有されるポイキリティック組織が

見られる。 

無色鉱物

石英は他形～粒間充填状、アルカリ長石は粗粒自形～半自形、斜長石は自形の柱状

結晶でやや小さい結晶が多い。アルカリ長石はカールスバット双晶が見られるが、

パーサイトは顕著ではない。斜長石は汚濁、変質が見られるものもあるが、アルバ

イト双晶が確認できる。 

有色鉱物
有色鉱物は板状の黒雲母、柱状～ひし形の普通角閃石を含む。普通角閃石は少量で

変質が顕著、赤色酸化して赤褐色を呈する。 

副成分鉱物
φ1 mm 程度の粗粒な柱状～六角形の褐れん石を複数含む。角閃石と似るが、赤褐

色の多色性強く、隣接する黒雲母には多色性ハローが認められる。 
像 Ca 像が鮮明。Fe 像が他の有色鉱物よりやや弱い部分に褐れん石が分布。 

その他 ― 

考察

試料番号 10（試料名 73 および岩石 3）とは 3 km ほど離れた地点だが、Q-A-P 比

と有色鉱物量比が明確に異なり、岩相が異なると考えられる。自形性と鉱物粒径か

ら、斜長石と有色鉱物が初期、その後にアルカリ長石、石英が晶出したと推測され

る。 
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11（研磨片）：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 4 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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普通角閃石-黒雲母アダメロ岩 岐阜県恵那市上矢作町（35.2734N, 137.4769E） 

 

 
Qtz  30.76% 
Afs  27.66% 
Pl  37.84% 
Bt  3.04% 

Hbl  0.70% 
Q：A：P＝32：29：39 

概要 等粒状花崗岩。 
粒径・組織 中～粗粒、等粒状。φ2-8 mm 程度。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ― 

色指数 3.74%：薄片よりも低いが、広範囲の平均的な組成と思われる。 
変質度 ― 

組織
鉱物が良くかみ合った組織。アルカリ長石が自形斜長石を包有するポイキリティッ

ク組織あり。 

無色鉱物
肉眼では、石英は透き通った淡い紫色、アルカリ長石は白色、斜長石はくすんだ薄

く淡褐色を帯びた色調である。 

有色鉱物
黒雲母、普通角閃石を含む。比較的粗粒な結晶やいくつかの結晶が集斑状をなす部

分があるものの、全体的に見ると有色鉱物は疎らに点在する様相である。 
副成分鉱物 確認はできないが、薄片同様に褐れん石を含むと考えられる。 

像 Ca 像が局所的に非常に強い部分あり。 
その他 ― 

考察

薄片よりも広い範囲を測定したが、斜長石がやや多くなり有色鉱物がやや少ない結

果となった。薄片はアルカリ長石が多い部分と考えられ、全体としては斜長石比率

がやや高いアダメロ岩と言える。 
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12：苗木・上松花崗岩

試料名：202 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県瑞浪市大湫町（35.4256N, 137.2939E） 

 

 
Qtz  26.37% 
Afs  45.18% 
Pl  25.07% 
Bt  3.38% 
Q：A：P＝27：47：26 

概要 非常に不均質な斑状花崗岩。 

粒径・組織
粗粒の斑状、不均質。φ5-10 mm 程度の斑晶とφ0.1～1 mm 程度の鉱物が入り混

じる。細粒なものは粒間充填または斑晶中に包有される。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、白雲母、緑れん石 

色指数 3.38%：有色鉱物はやや少ない。 

変質度
中：長石の汚れやセリサイト化が顕著。有色鉱物は変質していても緑泥石化は見ら

れない。割れ目多く、それに沿って褐色酸化している。 
組織 自形斜長石がアルカリ長石に包有されるポイキリティック組織あり。 

無色鉱物
アルカリ長石と斜長石は粗粒の半自形、石英は細粒な他形のものが主体。斑晶鉱物

も半自形で他の鉱物によって形状を規制されている。 

有色鉱物
有色鉱物は黒雲母のみ。細粒～粒間充填状のものが多く、やや変質している。緑色

を呈するものも散見。 

副成分鉱物
斜長石中に変質鉱物の白雲母・緑れん石が確認される。白雲母は緑色を呈する Fe
含有相である。 

像 Ca 像が不鮮明。 
その他 ― 

考察

様々な粒径の鉱物が入り混じるが、自形のものはアルカリ長石に包有される斜長石

程度である。斑晶は細粒な他の鉱物によって成長を阻害されて半自形～他形を示

し、また細粒な他の鉱物を包有することから、細粒な鉱物がある程度晶出後にゆっ

くり冷却されることでこのような様相になったと推測される。 
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12：苗木・上松花崗岩

試料名：岩石 13 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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断層沿いの花崗岩 岐阜県瑞浪市大湫町（35.4255N, 137.2937E） 

 
― 

花崗岩の様相を呈さないため、 
Q-A-P 比による分類はできず。 

 
Qtz  31.44% 
Afs  28.51% 
Pl  34.26% 
Bt  5.79% 

※破断された断片や細粒部からなるため、適切な

モード組成ではない。  
概要 断層運動によって破砕された花崗岩。 

粒径・組織
φ5～20 mm 程度の花崗岩ブロックと微細な基質からなる。花崗岩の粒径はφ1～5 
mm 程度。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 不透明鉱物、赤鉄鉱 

色指数 5.79%：破砕を受けているため、花崗岩の評価として適切とは言えない。 

変質度
中-高：長石は汚濁著しい。全体的に酸化が顕著で、斜長石は褐色を呈するものも

ある。有色鉱物は変質しているが、緑泥石化は見られない。 

組織

破断組織が明瞭である。花崗岩の組織を残す部分と細粒な基質部分からなる。石英

やアルカリ長石が破断されて細粒化している部分も見られ、割れ目にそれらの細粒

物質が充填している。岩石は固結し、粘土化や変質による軟弱化は一切見られない。 

無色鉱物
石英、アルカリ長石、斜長石が含まれる。アルカリ長石にはパーサイトも見られ、

急冷された周縁相ではない。 
有色鉱物 黒雲母は柱状～板状、変質しているが自形結晶である。 

副成分鉱物 不明瞭。 
像 Ca 像は不明瞭。Fe 像は有色鉱物だけでなく全体に薄く広がる。 

その他 この試料からは花崗岩としての評価はできない。 

考察

断層運動による破砕を受けた岩石。岩石は強固結して明瞭な風化や変質は見られな

いため、古い時代に活動した断層と思われる。また、近傍で採取した試料名 202
も割れ目が多く酸化も顕著であったため、割れ目形成に断層運動が寄与した可能性

がある。 
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14：花崗閃緑斑岩（岩山岩体）

試料名：217 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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JAEA-Data/Code 2018-005



 

 
花崗閃緑斑岩 岐阜県中津川市福岡（35.5503N, 137.4450E） 

 
― 

半深成岩のため Q-A-P 比によって分類できない。 

 
Qtz  15.54% 
Afs  13.29% 
Pl  23.21% 

Mafic  4.68% 
Mx  56.73% 

 
概要 熱変成を受けた半深成岩。 

粒径・組織 斑状組織。斑晶と石基からなり、斑晶はφ1～20 mm 程度、粒径は不均質。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母-角閃石 
副 不透明鉱物 

色指数 4.68% 
変質度 中：長石の変質顕著で、石基の中に仮像となっている部分あり。 
組織 熱変成による有色鉱物のデカッセイト組織が確認される。 

無色鉱物

アルカリ長石は柱状でカールスバッド双晶顕著。急冷された岩石のため、パーサイ

トは見られない。斜長石は柱状～長柱状、アルバイト双晶顕著。石英は丸い外形の

融食形。石基は再結晶した石英-長石質の微細結晶。 

有色鉱物

有色鉱物は熱変成に伴う再結晶組織（デカッセイト組織）を示す。粒径φ0.1 mm
程度の細かい柱状の黒雲母と角閃石がバラバラな方位でかみ合い、集斑状を呈す

る。微細なため、黒雲母と角閃石の区別は非常に困難で、熱変成前の元の鉱物も不

明である。不透明鉱物も伴うことが多い。 
副成分鉱物 不明瞭。 

像 石基は Si、K、Al 像が顕著。Fe 像も全体に薄く広がる。 
その他 ― 

考察

斑晶量は 40～60％の範囲であり、小井土ほか, 200523)の記載と矛盾はない。熱変成

しているのは苗木・上松花崗岩の貫入のためと思われる。濃飛流紋岩よりも斑晶が

粗粒で、破片状の粒子や本質レンズ、岩片などが見られない点で識別される。 
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14：花崗閃緑斑岩（岩山岩体）

試料名：岩石 28 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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JAEA-Data/Code 2018-005



 

 
花崗閃緑斑岩 岐阜県中津川市福岡（35.5503N, 137.4450E） 

 
― 

半深成岩のため Q-A-P 比によって分類できない。 

 
Qtz  12.68% 
Afs  17.95% 
Pl  18.57% 

Mafic  3.35% 
Mx  47.45% 

 
概要 熱変成を受けた半深成岩。 

粒径・組織 斑状組織。斑晶と石基からなり、斑晶はφ1～20 mm 程度、粒径は不均質。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母-角閃石 
副 不透明鉱物 

色指数 3.35% 

変質度
中：有色鉱物は変成・変質によって元の鉱物の組織を失い、基質と同化した仮像の

様相。長石の汚濁も著しい。肉眼でも岩石の褐色酸化が確認できる。 
組織 熱変成による有色鉱物のデカッセイト組織が確認される。 

無色鉱物

アルカリ長石は柱状でカールスバッド双晶顕著。急冷された岩石のため、パーサイ

トは見られない。斜長石は柱状～長柱状、アルバイト双晶顕著。石英は丸い外形の

融食形。石基は再結晶した石英-長石質の微細結晶。 

有色鉱物

有色鉱物はデカッセイト組織を示す。粒径φ0.1 mm 程度の細かい柱状の黒雲母お

よび角閃石が集斑状を呈する。微細なため、黒雲母と角閃石の判別は非常に困難で、

変成前の元の鉱物も不明である。不透明鉱物も伴うことが多い。 
副成分鉱物 不明瞭。 

像 石基は Si、K、Al 像が顕著。Fe 像も全体に薄く広がる。 
その他 ― 

考察
試料名 217 と同地点。斑晶が粗粒のため、モード組成は薄片の作成位置で変化する

が、斑晶量が大きく変わることは無い。 
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15：苗木・上松花崗岩

試料名：岩石 29 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母花崗岩 岐阜県中津川市田瀬（35.6370N, 137.4633E） 

 

 
Qtz  33.36% 
Afs  43.64% 
Pl  20.17% 
Bt  2.83% 
Q：A：P＝34：45：21 

概要 やや不均質な花崗岩。 

粒径・組織
φ1-15 mm の鉱物が不均質に含まれる。斑状組織ではなく、様々な大きさの鉱物

がかみ合うように入り混じる。最も大きい鉱物はアルカリ長石（φ15 mm 程度）。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、白雲母 

色指数 2.83%：有色鉱物は全体的に散在するが、全体量は少ない。 

変質度
中：アルカリ長石の汚濁、斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）が見

られる。黒雲母は一部が赤色酸化している。 
組織 細かい斜長石がアルカリ長石に包有されるポイキリティック組織が見られる。 

無色鉱物

石英は粒状の他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は自形の結晶が多い。ア

ルカリ長石は粗粒な物であっても他の鉱物に形状を規制されている。アルカリ長石

のカールスバット双晶とパーサイトが顕著で、汚濁が著しい。斜長石のアルバイト

双晶、累帯構造が見られる。 

有色鉱物
有色鉱物は黒雲母のみ。板状、褐色～暗褐色の多色性が顕著。変質した部分は赤褐

色を呈し、多色性が乏しい。 

副成分鉱物
ジルコン、燐灰石、不透明鉱物以外には細粒な白雲母がわずかに含まれ、変質して

生じた赤鉄鉱が見られる。 
像 Ca 像が不鮮明。 

その他 岩石の風化によって薄片中で鉱物が剥落した空隙が見られる。 

考察

様相や Q-A-P 比、有色鉱物量比から、試料番号 21（試料名 180 および岩石 9）と

同様の岩石と思われる。晶出順序も同様で、斜長石、黒雲母、石英、アルカリ長石

の順と推測される。 
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16：苗木・上松花崗岩

試料名：岩石 32 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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JAEA-Data/Code 2018-005



 

 
黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市付知町（35.6704N, 137.4226E） 

 

 
Qtz  32.43% 
Afs  32.03% 
Pl  32.82% 
Bt  2.72% 
Q：A：P＝33：33：34 

概要 均質な中粒花崗岩。 
粒径・組織 中粒、等粒状。φ1～3 mm 程度でばらつきは少なく、均質な様相。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、白雲母 

色指数 2.72%：有色鉱物は少量。 

変質度
低-中：長石の汚濁、変質（セリサイト化・ソーシュライト化）が見られる。有色

鉱物の変質も見られるが、緑泥石化は見られない。 
組織 特徴的なものは見られない。 

無色鉱物

石英は他形、アルカリ長石は他形～半自形、斜長石は半自形～自形が多い。アルカ

リ長石のパーサイトおよびカールスバット双晶が顕著。斜長石にはアルバイト双

晶、累帯構造が見られる。 
有色鉱物 黒雲母は板状結晶、褐色で多色性が顕著。 

副成分鉱物 褐れん石がやや多い。変質によってやや不鮮明な様相のものが多い。 
像 Ca 像がやや鮮明。 

その他 ― 

考察

有色鉱物量比が少ない点は他の苗木・上松花崗岩と共通だが、Q-A-P 比で見るとや

や斜長石の割合が多く、褐れん石に富むため、一般的な苗木・上松花崗岩よりもや

や CaO に富む岩相と推測される。普通角閃石は確認されない。 
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16：苗木・上松花崗岩

試料名：岩石 34 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市付知町（35.6707N, 137.4223E） 

 

 
Qtz  44.48% 
Afs  30.04% 
Pl  22.18% 
Bt  3.31% 
Q：A：P＝46：31：23 

概要 比較的均質な花崗岩。 
粒径・組織 中粒、等粒状。φ1-5 mm 程度の鉱物が支配的。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、白雲母 

色指数 3.31%：有色鉱物量は少ない。 

変質度

中：斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）、アルカリ長石の汚濁が顕

著。有色鉱物も変質によって緑色化したものや赤色酸化して多色性を失ったものが

見られる。 

組織
鉱物がかみ合う等粒状組織。アルカリ長石が斜長石を包有するポイキリティック組

織も見られる。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は柱状の自形が見られる。

アルカリ長石はカールスバット双晶とパーサイト、斜長石にはアルバイト双晶が顕

著。 

有色鉱物
黒雲母のみを含む。板状のものが点在し、集斑状のものは見られない。白雲母は低

温での生成と考えられ、石英や斜長石中などに二次的に生成されている。 
副成分鉱物 褐れん石がやや多く、黒雲母に包有されるものも見られる。 

像 ― 
その他 薄片に孔隙多く、石英に剥落が見られる。変質に伴う石英の破断か。 

考察

岩石 32 と同様、有色鉱物量比が少ないものの褐れん石が多く含まれ、CaO がやや

多い岩相と考えられる。晶出順序は鉱物の形状から、斜長石が初期に晶出し、その

後に黒雲母、アルカリ長石および石英の順で晶出したと推測される。 
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16（研磨片）：苗木・上松花崗岩

試料名：岩石 34 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市付知町（35.6707N, 137.4223E） 

 

 
Qtz  33.40% 
Afs  36.92% 
Pl  26.43% 
Bt  3.25% 
Q：A：P＝35：38：27 

概要 比較的均質な花崗岩。 
粒径・組織 中粒、等粒状。φ1-5 mm 程度の鉱物が支配的。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ― 

色指数 3.25%：有色鉱物量は少ない。 
変質度 ― 

組織

鉱物がかみ合う等粒状組織。アルカリ長石が斜長石を包有するポイキリティック組

織も見られる。鉱物分布図では斜長石が黒雲母を包有するような部分も見られる

が、産状からは粒間にあることが確認できる。 

無色鉱物

石英は粒状～他形、アルカリ長石は半自形～他形、斜長石は自形柱状～板状のもの

が見られる。肉眼的には、石英は薄い紫色を呈して判別が容易だが、アルカリ長石

と斜長石は白色で判別できない。 
有色鉱物 有色鉱物は黒雲母のみ。濃褐色のφ1 mm 程度の板状～柱状が多い。 

副成分鉱物 ― 
像 Ca 像が不鮮明。 

その他 薄片よりも剥落少ない。有色鉱物量比は薄片とほとんど同等。 

考察

Q-A-P 比は薄片と差異があるもののプロットされる領域は同じで、長石の比はその

ままで石英の量が減少した組成を示す。広い範囲を見ることでより適切なモード組

成になっていると考えられる。 
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21：苗木・上松花崗岩

試料名：180 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市千旦林（35.4818N, 137.4468E） 

 

 
Qtz  30.44% 
Afs  43.10% 
Pl  24.73% 
Bt  1.72% 
Q：A：P＝31：44：25 

概要 アルカリ長石斑晶を含む優白色花崗岩。 
粒径・組織 斑晶はφ5-20 mm 程度、それ以外の部分は粒径φ1-5 mm 程度の中粒等粒状。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物 

色指数 1.72%：有色鉱物が非常に少ない。 
変質度 低：アルカリ長石の汚濁が見られる程度。 
組織 アルカリ長石には自形斜長石、黒雲母を包有するポイキリティック組織あり。 

無色鉱物
アルカリ長石は半自形～粒間充填状の他形。パーサイト、カールスバット双晶顕著。

斜長石は自形柱状、石英は粒間充填状の他形結晶が多い。 
有色鉱物 有色鉱物は黒雲母のみ。褐色を呈し、板状。 

副成分鉱物 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物以外は特に見られない。 
像 Ca 像が不鮮明。 

その他
岩石 9 と同一試料。有色鉱物が疎らな部分。東海層群土岐砂礫層が削剥されて露出

した岩盤のため、比較的新鮮な試料。 

考察

アルカリ長石斑晶が目立ち、Q-A-P 比ではややアルカリ長石側のため、伊奈川花崗

岩よりも分化の進んだ岩石である。ポイキリティック組織から、アルカリ長石は自

形斜長石、黒雲母より後に晶出したと考えられる。 
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21：苗木・上松花崗岩

試料名：岩石 9 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母花崗岩 岐阜県中津川市千旦林（35.4818N, 137.4468E） 

 

 
Qtz  35.81% 
Afs  39.09% 
Pl  18.30% 
Bt  6.80% 
Q：A：P＝38：42：20 

概要 不均質な花崗岩。 

粒径・組織
やや斑状で粒径は不均質。アルカリ長石はφ5-10 mm のものが多く、石英・斜長

石はφ1-5 mm 程度の小さいものが多い。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、白雲母 

色指数 6.80%：やや多い。 

変質度
低-中：斜長石の汚濁が著しく、一部で変質（セリサイト化・ソーシュライト化）

も見られる。有色鉱物の変質は乏しい。 

組織
有色鉱物は肉眼でも見える大きな結晶がいくつか集まり、集斑状の様相。アルカリ

長石が自形斜長石を包有するポイキリティック組織も見られる。 

無色鉱物
石英は粒状～粒間充填状の他形、アルカリ長石は半自形～粒間充填状、斜長石は柱

状の自形結晶が多い。アルカリ長石のカールスバット双晶、パーサイト顕著。 

有色鉱物
有色鉱物は黒雲母が大半、一部に細粒な二次生成の白雲母が少量含まれる。黒雲母

は褐色を呈し、φ2-3 mm 程度の自形板状のものも多く見られる。 
副成分鉱物 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物以外は特に見られない。 

像 Ca 像が不鮮明。 

その他
試料名 180 と同一試料。花崗岩中の有色鉱物が目立つ部分の薄片。東海層群土岐砂

礫層が削剥されて露出した岩盤のため、比較的新鮮な試料。 

考察

試料名 180 と同地点だが様相が異なり、有色鉱物が多くその自形性も高い。肉眼で

もこの岩石はφ3-5 mm 程度の有色鉱物が斑点状に疎らに分布した様相のため、こ

の結果だけでは岩石全体を適切に評価できない。 
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21（研磨片）：苗木・上松花崗岩

試料名：岩石 9 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市千旦林(35.4818N, 137.4468E) 

 

 
Qtz  30.65% 
Afs  41.71% 
Pl  23.99% 
Bt  3.66% 
Q：A：P＝32：43：25 

概要 不均質な花崗岩。 

粒径・組織
やや斑状で粒径は不均質。アルカリ長石はφ5-10 mm のものが多く、石英・斜長

石はφ1-5 mm 程度の小さいものが多い。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ― 

色指数 3.66%：集斑状の部分を加味しても、色指数は低い。 
変質度 ― 
組織 アルカリ長石が自形斜長石を包有するポイキリティック組織も見られる。 

無色鉱物
肉眼では、淡紫色を呈する石英は判別できるが、アルカリ長石と斜長石はどちらも

白色のため判別できない。石英は長石の粒間を埋めるようにも分布する。 

有色鉱物

黒雲母は、板状でφ2-5 mm 程度の結晶が集斑状を呈するものと、粒間で疎らに散

るφ1 mm 以下のものが見られる。前者は岩石 9、後者は試料名 180 で見られたも

のである。 
副成分鉱物 ― 

像 Ca 像が不鮮明。 

その他
試料名 180 および岩石 9 と同一試料。東海層群土岐砂礫層が削剥されて露出した岩

盤のため、比較的新鮮な試料。 

考察

薄片よりも広い範囲を見ることで、不均質に粗粒な斑晶を含む部分、集斑状に有色

鉱物を含む部分を内包して岩石全体を評価できたと考えられる。石英は粒間を充填

する様相のため、最後に晶出したと考えられる。 
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22：濃飛流紋岩（ ；下呂 ）

試料名：F2-1 

 
鉱物分布図（※正確な範囲を示していない。） 

 
薄片写真 

  

 

22：濃飛流紋岩（NOHI-3；下呂 A FS） 
試料名：F2-1 

 
鉱物分布図（※正確な範囲を示していない。） 

 
薄片写真 
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流紋岩溶結凝灰岩 岐阜県中津川市田瀬（35.6034N, 137.4658E） 

 
― 

火砕岩のため Q-A-P 比によって分類できない。 

 
Qtz ― 13.70% 
Afs ― 14.00% 
Pl ― 18.73% 
Mafic ― 3.82% 
Mx ― 49.75% 

※ポイントカウンティング法で測定 
概要 熱変成を受けた溶結凝灰岩。 

粒径・組織
斑状組織。斑晶と石基からなり、斑晶はφ1～2 mm 程度。破片状の鉱物が見られ

る火砕岩、粒径は不均質。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、不透明鉱物、緑泥石 

色指数 3.82%：既存研究（山田・小井土, 200520)）の範囲内である。 

変質度

高：有色鉱物は変成によって元の鉱物の組織を失い、基質と同化した仮像の様相。

さらに変質によって緑泥石化したものも散見する。長石の汚濁著しく、特に斜長石

は著しく変質し、双晶や累帯構造の判別も難しい。 
組織 熱変成による有色鉱物のデカッセイト組織が確認される。 

無色鉱物

火砕岩のため破片状のものが散見する。形状を保っている鉱物では、石英は融食形

を示し、アルカリ長石は粒状～柱状、斜長石は板状～柱状である。変質によって長

石の双晶などの構造は不明瞭。 

有色鉱物

有色鉱物はデカッセイト組織を示す。φ0.1 mm 以下の細かい柱状の黒雲母が集斑

状を呈する。変成した角閃石も含まれると思われるが、微細であり変質も受けてい

るため認識できない。不透明鉱物を伴うことも多い。 

副成分鉱物
ジルコンは有色鉱物に伴うもの、石基中に見られるものなどが見られる。頻繁に見

られ、大きいものではφ0.1 mm 程度のものも含まれる。 
像 石基が変成に伴って再結晶しているため、鉱物と石基の区別が困難。 

その他 変質著しいが、岩石は非常に堅硬で新鮮な様相。 

考察

斑晶量は 50vol%程度で、斑晶に富む crystal-rich ignimbrite に相当するという山

田・小井土, 200520)の記述と矛盾しない。鉱物量比も同様で、下呂 AFS のモード組

成の範囲内である。有色鉱物は変成してデカッセイト組織を呈するが、これは粒状

～柱状だった元の鉱物の外形（仮像）を示していると考えられる。 
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23：伊奈川花崗岩

試料名：79 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母花崗岩 岐阜県瑞浪市陶町大川（35.3129N, 137.2899E） 

 

 
Qtz  28.53% 
Afs  53.66% 
Pl  20.87% 
Bt  1.95% 
Q：A：P＝28：48：24 

概要 アルカリ長石の目立つ粗粒花崗岩。 
粒径・組織 粗粒、等粒状。φ5-15 mm の結晶からなる。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物 

色指数 1.95%：粗粒なアルカリ長石が大半を占めるため、有色鉱物は少ない。 

変質度
低-中：有色鉱物の緑泥石化は乏しいが、斜長石の汚濁、変質（セリサイト化・ソ

ーシュライト化）は見られる。褐色酸化した割れ目も多い。 
組織 アルカリ長石が自形斜長石を包有するポイキリティック組織あり。 

無色鉱物
アルカリ長石は自形～半自形でパーサイト顕著、他よりも粒径が大きい。斜長石は

自形柱状、石英は粒間充填状の他形結晶が多い。 
有色鉱物 有色鉱物は乏しく、黒雲母を少量含む。黒雲母は板状、緑色～褐色を呈する。 

副成分鉱物 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物以外は特に見られない。 
像 Ca 像が不鮮明。 

その他 薄片形状と粒径から、適切なモード組成を評価できない。 

考察

有色鉱物が少なく、他の伊奈川花崗岩とは様相が大きく異なる。アルカリ長石が粗

粒で普通角閃石を含まないため、CaO と FeO が比較的少ない分化の進んだ岩相と

推測される。 
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23：伊奈川花崗岩

試料名：Org 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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黒雲母石英モンゾニ岩 岐阜県瑞浪市陶町大川（35.3129N, 137.2899E） 

 

 
Qtz  16.71% 
Afs  45.39% 
Pl  33.15% 
Bt  4.75% 
Q：A：P＝18：47：35 

概要 アルカリ長石の目立つ粗粒花崗岩。 
粒径・組織 粗粒、等粒状。φ5-15 mm の結晶からなる。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石 

色指数 4.75%：板状の黒雲母が比較的多い。 

変質度

低-中：斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）が見られる。黒雲母は

やや緑泥石化したものや、多色性を失って暗色を呈するものも多い。変質しても岩

石・鉱物の組織は失っていない。 

組織
粗粒の鉱物がかみ合う組織。ポイキリティック組織も見られ、粗粒なアルカリ長石

が石英や自形斜長石を多数包有する。 

無色鉱物

石英は概ね他形、アルカリ長石は自形～半自形、斜長石は自形柱状である。斜長石

はアルカリ長石中に包有されるものが多い（ポイキリティック組織）。アルカリ長

石にはパーサイトとカールスバット双晶、斜長石には累帯構造とアルバイト双晶が

見られる。一部の粒間には斑状花崗岩のような微細な鉱物が充填する。 

有色鉱物
板状の黒雲母を含む。黒雲母は石英中に包有されるものもある。概ね暗褐色だが、

変質によって淡緑色～鮮やかな緑色を呈するものもある。 

副成分鉱物

ジルコンはφ0.1 mm 程度のものも含まれ、黒雲母中では多色性ハローが顕著であ

る。燐灰石は少ないが、黒雲母中に粒状のものが見られる。褐れん石はほとんど含

まれず、変質したものが確認されるのみである。 
像 Ca 像はあまり鮮明ではない。 

その他
試料名 79 と同試料。粗粒なアルカリ長石が薄片の広い範囲を占めるため、適切な

モード組成ではない可能性が高い。 

考察

包有関係から、初期晶出鉱物は斜長石または黒雲母で、石英とアルカリ長石はそれ

よりも後に晶出したと考えられる。黒雲母に包有されるジルコンもあるため、ジル

コンは比較的初期の晶出である。 
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24：苗木・上松花崗岩

試料名：岩石 6 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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細粒黒雲母アダメロ岩 岐阜県中津川市瀬戸（35.5224N, 137.5051E） 

 

 
Qtz  35.00% 
Afs  31.85% 
Pl  30.63% 
Bt  2.52% 
Q：A：P＝36：33：31 

概要 不均質な細粒花崗岩。 
粒径・組織 細粒、不均質。大半がφ1 mm 以下だが一部にφ2-3 mm 程度の部分も見られる。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物 

色指数 2.52%：有色鉱物量は少なく、細かい粒子が全体に点在する。 

変質度
中：長石の汚濁が非常に顕著で、変質（セリサイト化・ソーシュライト化）も見ら

れる。黒雲母は変質して赤色を帯びているが、緑泥石化は見られない。 
組織 鉱物の自形性が乏しく、やや他形粒状組織を呈する。 

無色鉱物
石英、アルカリ長石は他形、斜長石は柱状の自形結晶が多い。斜長石のアルバイト

双晶は顕著だが、アルカリ長石のパーサイトは乏しい。 
有色鉱物 黒雲母は自形のものが多い。濃褐色を呈し、変質のために多色性が乏しい。 

副成分鉱物 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物以外には特に見られない。 
像 Ca 像が不鮮明。 

その他
東海層群土岐砂礫層の露出する鉱山の基盤に見られる。肉眼では砂岩と識別困難だ

が、鏡下では完晶質の様相が確認できる。 

考察

苗木・上松花崗岩の細粒岩相。アルカリ長石のパーサイトが発達していない点から、

岩体の周縁などの比較的早く冷却された部分と推測される。斜長石以外の結晶が他

形である点からも、ある程度の温度から急冷されたと考えられる。 
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25：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 10 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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岩石名：普通角閃石-黒雲母アダメロ岩 岐阜県瑞浪市釜戸町（35.3879N, 137.3369E） 

 

 
Qtz  31.52% 
Afs  35.95% 
Pl  27.53% 
Bt  3.77% 

Hbl  1.23% 
Q：A：P＝33：38：29 

概要 粒径の不均質な花崗岩。有色鉱物量がやや少ない。 
粒径・組織 中～粗粒、不均質。φ1-10 mm 程度の鉱物がかみ合っている。  

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石、白雲母、緑れん石 

色指数 5.00%：伊奈川花崗岩の中ではやや低い。 
変質度 低-中：長石の汚濁、角閃石の赤色酸化が顕著。緑泥石化は乏しい。 

組織
ミルメカイト見られる。黒雲母と普通角閃石が集斑状を示す部分あり。アルカリ長

石が自形斜長石を包有するポイキリティック組織も見られる。 

無色鉱物

石英は他形～粒間充填状、アルカリ長石は半自形～粒間充填状の他形、斜長石は自

形の柱状でアルカリ長石に内包されるものもある（ポイキリティック組織）。斜長

石はアルバイト双晶見られるが、汚濁したものでは不鮮明。アルカリ長石のパーサ

イトもやや不鮮明。 

有色鉱物
黒雲母は濃褐色の板状、多色性が顕著。普通角閃石はひし形～板状、緑色を帯びた

色調のものが多い。 

副成分鉱物

φ0.1-0.2 mm 程度の褐れん石がやや多い。隣接する黒雲母に多色性ハローあり。

変質によって斜長石中に緑れん石・白雲母が生成している部分も見られる。燐灰石

は黒雲母中に針状のものが多い。 
像 Ca 像が鮮明。Fe 像が非常に明瞭なものもある。 

その他
岩石 11 および 12 とは 100 m ほど離れている。岩石では斑状を呈するが、粗粒の

ため薄片スケールでは評価できない。 

考察

斑状花崗岩の一部分の薄片。ポイキリティックな様相から、斜長石晶出後に石英・

アルカリ長石が成長し、比較的長時間かけて冷却されたと推測される。Ca の XGT
像や褐れん石の存在から、CaO に比較的富むマグマから形成されたと推測される。 
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25（研磨片）：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 10 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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岩石名：普通角閃石-黒雲母斑状アダメロ岩 岐阜県瑞浪市釜戸町（35.3879N, 137.3369E） 

 

 
Qtz  27.09% 
Afs  36.96% 
Pl  29.25% 
Bt  4.86% 

Hbl  1.85% 
Q：A：P＝29：40：31 

概要 粗粒アルカリ長石斑晶の目立つ斑状花崗岩。 
粒径・組織 中～粗粒、斑状。斑晶はφ5-20 mm 程度。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ― 

色指数 6.71%：広い範囲で評価しているため、薄片よりも高い。 
変質度 ― 

組織
粗粒な斑晶に富む。斑晶のアルカリ長石中には斜長石、黒雲母、普通角閃石が内包

されるポイキリティック組織が見られる。 

無色鉱物

粗粒な斑晶はアルカリ長石である。灰白色のアルカリ長石は肉眼的にも確認でき

る。石英は淡い紫色を呈し、一つの結晶ではなくいくつかが連なった様相である。

斜長石は白色でφ10 mm 以下が多く、形状は自形柱状のものが大半である。 

有色鉱物
黒雲母と普通角閃石が含まれる。研磨片のため確認できないが、比率は薄片と大差

ない。両者はかみ合うように集斑状を呈する部分も見られる。 
副成分鉱物 ― 

像 Ca 像が鮮明。 
その他 岩石 11 および 12 とは 100 m ほど離れている。 

考察  
 
 
  

 

 
岩石名：普通角閃石-黒雲母斑状アダメロ岩 岐阜県瑞浪市釜戸町（35.3879N, 137.3369E） 

 

 
Qtz  27.09% 
Afs  36.96% 
Pl  29.25% 
Bt  4.86% 

Hbl  1.85% 
Q：A：P＝29：40：31 

概要 粗粒アルカリ長石斑晶の目立つ斑状花崗岩。 
粒径・組織 中～粗粒、斑状。斑晶はφ5-20 mm 程度。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ― 

色指数 6.71%：広い範囲で評価しているため、薄片よりも高い。 
変質度 ― 

組織
粗粒な斑晶に富む。斑晶のアルカリ長石中には斜長石、黒雲母、普通角閃石が内包

されるポイキリティック組織が見られる。 

無色鉱物

粗粒な斑晶はアルカリ長石である。灰白色のアルカリ長石は肉眼的にも確認でき

る。石英は淡い紫色を呈し、一つの結晶ではなくいくつかが連なった様相である。

斜長石は白色でφ10 mm 以下が多く、形状は自形柱状のものが大半である。 

有色鉱物
黒雲母と普通角閃石が含まれる。研磨片のため確認できないが、比率は薄片と大差

ない。両者はかみ合うように集斑状を呈する部分も見られる。 
副成分鉱物 ― 

像 Ca 像が鮮明。 
その他 岩石 11 および 12 とは 100 m ほど離れている。 

考察

Q-A-P 比は薄片と大きく変わらない結果だが，薄片では不明瞭だった斑状花崗岩の

組織が明確に確認できる。有色鉱物量比は，より広い範囲のため，適切に評価して

いると考えられる。 
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25：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 11 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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岩石名：普通角閃石-黒雲母斑状アダメロ岩 岐阜県瑞浪市釜戸町（35.3871N, 137.3367E） 

 

 
Qtz  44.56% 
Afs  20.70% 
Pl  29.79% 
Bt  3.88% 

Hbl  1.07% 
Q：A：P＝47：22：31 

概要 粗粒アルカリ長石斑晶の目立つ斑状花崗岩。 
粒径・組織 中～粗粒、斑状。斑晶はφ2-10 mm 程度。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石 

色指数 4.95%：伊奈川花崗岩の中ではやや低い。 

変質度
低：比較的新鮮。斜長石の変質（セリサイト化・ソーシュライト化）は乏しく、有

色鉱物の緑泥石化は見られない。 

組織
岩石 10 よりも斑状組織顕著で、斑晶の粒間を細かい鉱物が埋めている部分が見ら

れる。アルカリ長石が自形斜長石を包有するポイキリティック組織あり。 

無色鉱物

石英は他形～粒間充填状、アルカリ長石は自形～半自形または粒間充填状、斜長石

は概ね自形で斑晶のアルカリ長石に内包されるものもある（ポイキリティック組

織）。斜長石はアルバイト双晶顕著。アルカリ長石にはカールスバット双晶とパー

サイトが見られる。 

有色鉱物
黒雲母は濃褐色の板状、多色性が顕著。普通角閃石はひし形～板状、緑色を帯びた

色調のものが多い。 

副成分鉱物
ジルコンはφ0.1 mm 程度のものも見られる。褐れん石はあまり見られない。燐灰

石は黒雲母中に微細な針状のものが多く含まれる。 
像 Ca 像が鮮明。 

その他

岩石 12 と同地点、岩石 10 とは 100 m ほど離れている。薄片は割れ目、鉱物の剥

落多い。鏡下での変質は乏しいものの、鉱物の剥落のような物理的な風化と考えら

れる。 

考察

斑晶の鉱物の粒間を細かい鉱物が埋めることから、斑晶鉱物の晶出までは比較的ゆ

っくりと冷却し、その後に浅所へ貫入・定置して粒間充填鉱物が晶出したと考えら

れる。普通角閃石は緑色のため、TiO2 が乏しく比較的低温で、イルメナイトの後

に晶出した可能性がある。黒雲母とかみ合うものもあるため、両者の晶出はほぼ同

時期と考えられる。 
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25（研磨片）：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 11 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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岩石名：普通角閃石-黒雲母花崗閃緑岩 岐阜県瑞浪市釜戸町（35.3871N, 137.3367E） 

 

 
Qtz  39.50% 
Afs  16.71% 
Pl  36.04% 
Bt  6.80% 

Hbl  0.96% 
Q：A：P＝43：18：39 

概要 粗粒な斑状花崗岩。斜長石 
粒径・組織 中～粗粒、斑状。斑晶はφ5-10 mm 程度。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ― 

色指数 7.76%：薄片よりも明確に多い。 
変質度 ― 

組織

白色を呈する斜長石の斑晶に富む。見かけは粗粒等粒状だが、薄片同様に粒間充填

状の他形鉱物が見られる。アルカリ長石が自形斜長石を包有するポイキリティック

組織も見られる。 

無色鉱物
淡い紫色の石英、白色の斜長石、灰色のアルカリ長石の斑晶が肉眼的にも判別でき

る。斜長石は他よりも小さいものが多い。 

有色鉱物
集斑状の部分が散見する。この部分では黒雲母と普通角閃石がかみ合うような様相

である。 
副成分鉱物 ― 

像 Ca 像が鮮明。 

その他
岩石 11 と同地点。岩石 10 とは 100 m ほど離れている。石英の周囲で顕著に空隙

が多い（物理的風化に伴う剥落か）。 

考察

Q-A-P 比は薄片と大きく変わらない。有色鉱物含有量は薄片よりも多いが、これは

集斑状の有色鉱物が薄片に入るかどうかで変わるためである。試料表面の剥落によ

って空隙部分が多いため、適切なモード組成とは言いきれないが、アルカリ長石が

少ない部分である。 
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25：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 12 

 
鉱物分布図 

 
薄片写真 
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岩石名：普通角閃石-黒雲母斑状石英モンゾニ岩 岐阜県瑞浪市釜戸町（35.3871N, 137.3367E） 

 

 
Qtz  17.10% 
Afs  37.05% 
Pl  32.00% 
Bt  5.93% 

Hbl  3.97% 
Q：A：P＝20：43：37 

概要 アルカリ長石斑晶の目立つ斑状花崗岩。 
粒径・組織 斑晶の粒径はφ2-20 mm 程度でやや不均質。 

鏡

下

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ジルコン、燐灰石、不透明鉱物、褐れん石 

色指数 9.90% 
変質度 低：鉱物の変質は特に見られず、長石の汚濁も乏しい。 

組織

岩石 11 同様に斑状組織が顕著、斑晶の粒間を細かい鉱物が埋めている。ミルメカ

イト見られる。黒雲母と普通角閃石が集斑状を示す部分あり。アルカリ長石が自形

斜長石を包有するポイキリティック組織も見られる。 

無色鉱物

石英は他形～粒間充填状、アルカリ長石は半自形～粒間充填状、斜長石は概ね自形

の柱状である。斜長石はアルバイト双晶顕著。アルカリ長石にはカールスバット双

晶、パーサイト見られる。 

有色鉱物
黒雲母は濃褐色の板状の自形結晶、多色性が顕著。普通角閃石はひし形～板状、褐

色のものもあるが緑色のものが多い。 

副成分鉱物

ジルコンが比較的多く、黒雲母中のものは周囲に多色性ハローを伴う。褐れん石は

普通角閃石と見分けがつきにくく、φ0.2 mm 程度のものが散見される。燐灰石は

黒雲母中に微細な針状のものが多く含まれる。 
像 Ca 像が鮮明。Fe 像では、褐れん石はやや色調が暗い。 

その他
岩石 11 と同地点、岩石 10 とは 100 m ほど離れている。斑晶が大きいため、薄片

スケールでは適切なモード組成を評価できていない可能性がある。 

考察

斑晶の鉱物の粒間を細かい鉱物が埋めることから、斑晶鉱物の晶出までは比較的ゆ

っくりと冷却したと考えられる。ポイキリティックな様相から、斜長石晶出後に石

英・アルカリ長石が成長し、比較的長時間かけて冷却されたと推測される。Ca の

XGT 像や褐れん石の存在から、CaO に比較的富むマグマから形成されたと推測さ

れる。 
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25（研磨片）：伊奈川花崗岩

試料名：岩石 12 

 
鉱物分布図 

 
岩石写真 
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岩石名：普通角閃石-黒雲母斑状アダメロ岩 岐阜県瑞浪市釜戸町（35.3871N, 137.3367E） 

 

 
Qtz  33.51% 
Afs  26.61% 
Pl  31.27% 
Bt  6.48% 

Hbl  2.12% 
Q：A：P＝37：29：34 

概要 斑晶の目立つ斑状花崗岩。 
粒径・組織 斑晶の粒径はφ2-20 mm 程度でやや不均質。 

観

察

鉱物組合せ
主 石英、アルカリ長石、斜長石、黒雲母、普通角閃石 
副 ― 

色指数 8.60%：薄片よりもやや低い。 
変質度 ― 

組織

斑状組織が顕著で、薄片同様に斑晶の粒間を細かい鉱物が埋める様相。アルカリ長

石中に斜長石、黒雲母、普通角閃石が内包されるポイキリティック組織が散見され

る。 

無色鉱物

石英は粒状でφ1-5 mm 程度が多く、肉眼では淡紫色を呈する。粗粒な斑晶はアル

カリ長石で、肉眼的にも灰白色の斑晶が確認できる。斜長石は白色でφ10mm 以下

が多く、形状は自形柱状のものが大半である。 

有色鉱物
薄片でも見られる集斑状の黒雲母と普通角閃石が確認できる。アルカリ長石斑晶に

包有されるものもある。 
副成分鉱物 ― 

像 Ca 像が鮮明。 

その他
岩石 12 と同地点。岩石 10 とは 100 m ほど離れている。岩石の割れ目や鉱物の剥

落はやや見られる 

考察
Q-A-P 比は薄片と大きく異なるが、薄片よりも広い範囲のため、適切なモード組成

を示していると考えられる。 
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4.2 花崗岩類の特徴のまとめ 
図 4-1 に花崗岩類の Q-A-P（石英-アルカリ長石-斜長石）比の三角ダイアグラムを示す。表 4-2

に記載を行った花崗岩類の分類、Q-A-P 比、色指数を示す。 
鉱物組合せでは、東濃地域の苗木・上松花崗岩は有色鉱物が黒雲母のみであるのに対し、伊奈

川花崗岩は黒雲母と普通角閃石を含むものが多く、一部で黒雲母のみ含むものが見られる。色指

数では、苗木・上松花崗岩は 5 %以下、伊奈川花崗岩は 5%以上のものがほとんどで、伊奈川花

崗岩の方が有色鉱物を多く含む。Q-A-P比では、概ね既存文献（柴田, 193950) ; 鈴木・石原, 196951) ; 
Ishihara, 197152) ; 領家研究グループ, 197213) ; Ishihara and Terashima, 197730) ; Yamada, 
197753)）での測定値の範囲に入り、苗木・上松花崗岩はアダメロ岩と狭義の花崗岩の境界付近の

組成、伊奈川花崗岩はアダメロ岩～トーナル岩の広い範囲の組成を持ち、苗木・上松花崗岩は

Q-A-P 比が比較的まとまるのに対し、伊奈川花崗岩は地点ごとのばらつきが大きい。伊奈川花崗

岩は既存文献での Q-A-P 比に示されるように多様な岩相を持つ岩石であるが、地点 25 の試料は

同一地点でも花崗閃緑岩から石英モンゾニ岩まで多様である。この試料は数 cm に達する斑晶が

顕著で、特にアルカリ長石斑晶の有無がモード組成に大きく影響している。これは薄片よりも広

い範囲を見ている研磨片同士でも同様のため、より広い範囲でのモード組成で岩石を評価する、

または全岩化学組成で岩石を評価する必要があると考えられる。一方で、鉱物組合せに関しては

同一地点では共通し、黒雲母、普通角閃石、褐れん石といった高温のマグマから晶出した鉱物の

有無に違いが出ることはない。斑状花崗岩では斑晶の鉱物が粗粒のために Q-A-P 比は試料間でば

らつくものの、鉱物組合せなどの基本的な特徴は大きく変わらないと考えられる。 
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図 本研究で記載した試料の結果を反映した石英 アルカリ長石 斜長石比ダイアグラム

 

 
図 4-1 本研究で記載した試料の結果を反映した石英 アルカリ長石 斜長石比ダイアグラム
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表 4-2 モード測定結果

 
  

試料番号 試料名 岩石種 分類 色指数

黒雲母アダメロ岩

黒雲母花崗岩

OR-01(研磨片) 黒雲母アダメロ岩

伊奈川花崗岩 普通角閃石-黒雲母斑状花崗岩

普通角閃石-黒雲母花崗閃緑岩

AG-01-1A(研磨片) 普通角閃石-黒雲母花崗閃緑岩

黒雲母アダメロ岩

黒雲母アダメロ岩

AG-02(研磨片) 黒雲母アダメロ岩

普通角閃石-黒雲母アダメロ岩

普通角閃石-黒雲母アダメロ岩

ARR-02(研磨片) 普通角閃石-黒雲母アダメロ岩

普通角閃石-黒雲母花崗閃緑岩

岩石3 黒雲母-普通角閃石トーナル岩

岩石4 普通角閃石-黒雲母アダメロ岩

岩石4(研磨片) 普通角閃石-黒雲母アダメロ岩

黒雲母アダメロ岩

岩石13 ―――

花崗閃緑斑岩

岩石28 花崗閃緑斑岩

岩石29 苗木・上松花崗岩 黒雲母花崗岩

岩石32 黒雲母アダメロ岩

岩石34 黒雲母アダメロ岩

岩石34(研磨片) 黒雲母アダメロ岩

黒雲母アダメロ岩

岩石9 黒雲母花崗岩

岩石9(研磨片) 黒雲母アダメロ岩

濃飛流紋岩（NOHI-3) 流紋岩溶結凝灰岩

黒雲母花崗岩

黒雲母石英モンゾニ岩

岩石6 苗木・上松花崗岩 細粒黒雲母アダメロ岩

岩石10 普通角閃石-黒雲母アダメロ岩

岩石10(研磨片) 普通角閃石-黒雲母斑状アダメロ岩

岩石11 普通角閃石-黒雲母斑状アダメロ岩

岩石11(研磨片) 普通角閃石-黒雲母花崗閃緑岩

岩石12 普通角閃石-黒雲母斑状石英モンゾニ岩

岩石12(研磨片) 普通角閃石-黒雲母斑状アダメロ岩

伊奈川花崗岩

苗木・上松花崗岩

伊奈川花崗岩

花崗斑岩（岩山岩体）

苗木・上松花崗岩

伊奈川花崗岩

苗木・上松花崗岩

伊奈川花崗岩

苗木・上松花崗岩

伊奈川花崗岩

苗木・上松花崗岩

伊奈川花崗岩

Q-A-P比
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5. おわりに 
 
本報告では、東濃地域を事例対象とした後背地解析技術開発の過程で取得された珪長質火成岩

類の記載岩石学的データを取りまとめた。岩石記載を行った結果、鉱物組合せ、Q-A-P 比、色指

数など東濃地域の堆積物の後背地に分布する岩石のデータが得られたが、東濃地域には多様な岩

石や岩相が分布するため、後背地解析における堆積物の供給源の情報の充実という観点からは、

本報告書のデータだけでは不足もあると考えられる。本報告書で取り扱われていない木曽駒花崗

岩、花崗閃緑斑岩の高土幾山岩体、伊奈川花崗岩の未確認の岩相、上松地域の苗木・上松花崗岩、

恵那山周辺の濃飛流紋岩などが、今後岩石記載の情報の追加が望まれる岩石として挙げられる。 
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本研究は経済産業省資源エネルギー庁委託事業「地層処分技術調査等事業（地質環境長期安定

性評価確証技術開発）」の成果の一部である。 
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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