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○ 「第615回審査会合」及び「第646回審査会合」での資料の誤りに関わる対応を踏まえ，本資料にて過去の審査会合資料を引用する際の
注記を下記のとおりとする。
・ 右上の注記

再掲 ： 過去の審査会合資料を，そのまま引用する場合
一部修正 ： 過去の審査会合資料の内容を，一部修正する場合
誤りを修正 ： 過去の審査会合資料の誤りを，正しい記載とする場合

・左下の注記
修正した誤りの内容を記載 （誤りの修正がある場合）



（余白）



指摘事項（１／４）

・ 本資料では，審査会合の指摘事項については，下表のとおり回答する。

No. 項目 指摘時期 コメント内容 該当箇所

S5-12 共通事項 第467回会合 (H29.5.12)
津波シミュレーションに用いる海底地形図について，平成８年の深浅測量結果を用いたと記載されているが，
その後の地形変化の状況を確認し，最新の地形にするなど，適切に対応すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-1 共通事項 第446回会合 (H29.2.24)
敷地で評価すべきラインに対して最も影響のある波源パラメータを抽出する観点から，評価水位抽出位置を
ライン状に設定した津波の水位分布も示すこと。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-4 日本海東縁部 第446回会合 (H29.2.24)
日本海東縁部の波源モデルのパラメータスタディについて，アスペリティ位置については，更に細かく移動さ
せたパラメータスタディを行い，最も影響がある位置となっているかを確認したうえで，敷地に最も影響がある
パラメータを抽出していることを説明すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-3 日本海東縁部 第446回会合 (H29.2.24)
日本海東縁部の波源モデル設定において，すべり量を12ｍと設定した妥当性を確認するため，Ｍoを先に設
定してすべり量を算出する等の他の方法による波源モデル設定についても検討し，すべり量の妥当性を説
明すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-27 日本海東縁部 第553回会合 (H30.3.2)
日本海東縁部に想定される地震に伴う津波に関して，説明性向上の観点から，日本海沿岸において，大間
地点で最高水位及び最低水位となるケースの計算津波高と，津波痕跡高及び根本ほか(2009)の再現計算
津波高とを比較すること。

平成30年9月21日第627回
審査会合でご説明済み

S5-5 三陸沖から根室沖 第446回会合 (H29.2.24)
三陸沖から根室沖の波源モデルのパラメータスタディについて，敷地に最も影響があるパラメータを抽出して
いるかを確認すること。超大すべり域を南端とする等のパラメータスタディを行い，固有周期との関係も分析
して，最も影響がある位置となっているかを説明すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-6 三陸沖から根室沖 第446回会合 (H29.2.24)
三陸沖から根室沖の波源モデルの妥当性について確認する必要がある。北東端については，納沙布断裂
帯が破壊のバリアとの説明であるが，地震学的知見，測地学的知見等のデータを補強し，検討すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-7 三陸沖から根室沖 第446回会合 (H29.2.24)
三陸沖から根室沖の波源モデルのうち，大すべり域と超大すべり域のすべり量について，基本すべり量に対
してそれぞれ２倍，４倍とした妥当性を説明すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-8 三陸沖から根室沖 第446回会合 (H29.2.24)
三陸沖から根室沖ではＭ９クラスの地震による津波の知見がないため，波源モデルの妥当性の確認がポイ
ントとなる。ガイドに記載された検討事例や，杉野ほか（2014）のように広域的な津波の再現性が確認された
知見を参照し，その妥当性を説明すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-9 三陸沖から根室沖 第446回会合 (H29.2.24) 三陸沖から根室沖の波源モデルについて，分岐断層をどのように反映しているのか説明すること。
平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-28 三陸沖から根室沖 第553回会合 (H30.3.2)
三陸沖北部から根室沖に想定されるプレート間地震に伴う津波に関して，事業者が独自に設定した基準波
源モデルのパラメータが，東北地方太平洋沖地震の津波痕跡高を再現することを確認する等により，基準波
源モデルの設定手順の妥当性を示すこと。

平成30年9月21日第627回
審査会合でご説明済み
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指摘事項（２／４）

・ 本資料では，審査会合の指摘事項については，下表のとおり回答する。

No. 項目 指摘時期 コメント内容 該当箇所

S5-29 三陸沖から根室沖 第553回会合 (H30.3.2)

基準波源モデルを"選定する妥当性"を説明すること。例えば，三陸沖北部から根室沖に想定されるプレート
間地震に伴う津波の検討の際には，津軽海峡開口部付近の太平洋沿岸において，複数の基準波源モデル
による計算津波高と，過去の津波による痕跡高との比較等を示すこと。なお，その際，大すべり域，超大すべ
り域の位置関係等が分かるように，波源モデル図を重ねた図も提示すること。

平成30年9月21日第627回
審査会合でご説明済み

S5-30 三陸沖から根室沖 第627回会合 (H30.9.21)
「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」の基準波源モデル策定の手順及び考え方のフロー図にお
いて，基準波源モデル①及び②の設定にあたり3.11地震による津波の再現性をどのように反映したのかを
示し，基準波源モデル③～⑥との関連性を含め基準波源モデル①及び②の妥当性を説明すること。

次回以降ご説明

S5-31 三陸沖から根室沖 第627回会合 (H30.9.21)
基準波源モデル③，④の策定に関わり，「宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル」に対
する，3.11地震による津波の再現性確認を，４地点の観測波形等で実施したとしているが，これらによりどの
ように再現性があると判断したのかを説明すること。

次回以降ご説明

S5-32 三陸沖から根室沖 第627回会合 (H30.9.21)
「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」に関して，津軽海峡開口部付近の沿岸における計算津波
高について，基準波源モデル①及び②と，基準波源モデル⑥とを比較できるように提示し，基準波源モデル
①及び②が大間独自のモデルとして設定されている位置付けを説明すること。

次回以降ご説明

S5-33 三陸沖から根室沖 第627回会合 (H30.9.21)

「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」の基準波源モデル⑥に関して，3.11地震の津波に対して
広域の津波特性を考慮した特性化モデルでは１つとなっている大すべり域を，三陸沖から根室沖の波源を設
定する際に２つに分割するとした考え方，妥当性について説明すること。また，合わせて面積比率の考え方
も説明すること。

次回以降ご説明

S5-34 三陸沖から根室沖 第627回会合 (H30.9.21)

「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」の各基準波源モデルの設定のフローについて，以下のと
おり記載の充実，修正等を行い説明すること。
・基本すべり量と，平均すべり量との関係について，より記載を充実させること。
・すべり量，すべり角の設定のうち，すべり量の補正に関する記載，及びすべり角に関する記載について，適
切な記載に修正すること。

次回以降ご説明

S5-35 三陸沖から根室沖 第627回会合 (H30.9.21)

「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」の基準波源モデルの妥当性確認のため，計算津波高と既
往津波高との比較に関して，本資料で着目すべき太平洋側の沿岸から津軽海峡入口の範囲とそれぞれの
津波高を明示すること。また，基準波源モデル①～⑥による計算津波高が，津軽海峡に入る前にどのような
傾向を示すのか，津軽海峡内に入り敷地においてどのような傾向を示すのかを示すこと。

次回以降ご説明

S5-10 三陸沖 第446回会合 (H29.2.24)
海洋プレート内地震による津波の方が，プレート間地震による津波よりも，敷地への影響が本当に小さいこと
を確認したいので，詳細パラスタを実施すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-11 チリ沖 第446回会合 (H29.2.24)
1960年チリ津波の再現モデルについて，K&Cモデルから断層幅とすべり量を修正しているのであれば，修正
内容が分かるように追記すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-26 津波堆積物 第467回会合 (H29.5.12) 大間崎東側の後背湿地を，津波堆積物調査対象地点から除く根拠とした調査結果を説明すること。
平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-25 津波堆積物 第467回会合 (H29.5.12)
津波堆積物調査のうち，奥戸地点のイベント堆積物を津波堆積物として認定しなかった理由について，どのよ
うに層厚を認定したのか等，資料を整理し説明すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み
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指摘事項（３／４）

・ 本資料では，審査会合の指摘事項については，下表のとおり回答する。

No. 項目 指摘時期 コメント内容 該当箇所

S5-24 津波堆積物 第467回会合 (H29.5.12)
加瀬他(2016)が実施した奥尻島の津波堆積物調査の結果など，申請以降の最新文献についても，どのような
ツールを用いて調査を行ったかのプロセスも含め説明すること。

平成30年3月2日第553回
審査会合でご説明済み

S5-13 陸上の斜面崩壊 第467回会合 (H29.5.12)
佐井エリアの地すべりブロック⑥，⑦，⑧など，近接していても別々の地すべりと評価するのであれば，根拠を
充実させる必要があると考えられる。一塊として評価するか否かも含め，再度検討し説明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-15 陸上の斜面崩壊 第467回会合 (H29.5.12)
検討対象とする地すべり地形として佐井を選定しているが，敷地からの距離，概算体積だけでなく，地すべり
地形の傾斜角，すべりの進行方向，水深なども影響すると考えられる。簡易予測式を用いた評価も実施し説
明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-14 陸上の斜面崩壊 第467回会合 (H29.5.12)
二層流モデルを陸上に適用する妥当性という観点から，Kawamata et al.(2005)における既往津波の再現性を
説明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-16 陸上の斜面崩壊 第467回会合 (H29.5.12)
二層流に用いた佐井の崩壊量が過小評価となっていないか確認したいので，崩壊地形の断面をいくつか提示
し，地すべり形状が問題ないことを説明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-17 海底地すべり 第467回会合 (H29.5.12)
P.38の「海底地すべりに起因する津波の検討フロー」において，海底地すべりを一塊として考慮するか否かを
判断する際に，崩壊時期が区別できたとしても，必ずしも別々にすべるとは限らない。適切な記載を検討する
こと。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-20 海底地すべり 第467回会合 (H29.5.12)
津軽海峡内の海底地すべり抽出の際，地形の急傾斜部に地すべり地形は無かったことを確認したいので，海
保のM7000シリーズ海底地形データ等の資料を整理のうえ説明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-18 海底地すべり 第467回会合 (H29.5.12)
検討対象海底地すべり地形の選定について，「地すべり地形の比高・傾斜」，「水深」，「敷地からの距離」等も
比較し整理したうえで，説明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-19 海底地すべり 第467回会合 (H29.5.12)
Ms-2の崩壊量の算出方法について，どのようなプロセスですべり線を設定したのか，また，二層流モデルに
おけるモデル化も含めて，より明確なフローを作成し説明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-21 海底地すべり 第467回会合 (H29.5.12)
海底地すべりのすべり面の設定について，「乱れた地層の下限」，「Ｂ層下面」及び「地すべり移動体を確認し
設定」するとしており，それぞれ設定の仕方が違っているが，どれが支配的で，どれが多かったのか，音波探
査記録の反射面等を用いて説明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-22 海底地すべり 第467回会合 (H29.5.12) ハワイ付近の大規模な海底地すべりの影響について，説明すること。
平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み

S5-23 火山現象 第467回会合 (H29.5.12)
渡島大島山体崩壊に関し，kinematic landslideモデルのパラメータである水平移動速度Ｕと比高変位継続時間
Ｔについて，二層流モデルの解析値を説明すること。

平成30年6月8日第585回
審査会合でご説明済み
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指摘事項（４／４）

・ 本資料では，審査会合の指摘事項については，下表のとおり回答する。

No. 項目 指摘時期 コメント内容 該当箇所

S5-36 波源の組合せ 第627回会合 (H30.9.21)
地震による津波と地震以外の要因による津波の組合せに関して，日本海東縁部に想定される地震に伴う津
波と，佐井エリアの斜面崩壊に起因する津波とを組合わせることの妥当性，取水口前面位置において，水位
時刻歴波形を線形に足し合わせて算出している妥当性を説明すること。

本編資料 P.355，356
補足説明資料
P.302～322，325～330

S5-2 共通事項 第446回会合 (H29.2.24)
津軽海峡内での津波の伝播では，反射による増幅や山体崩壊による津波等の周期特性による影響を検討
する必要がある。津軽海峡内の固有周期を含めて，津軽海峡内の津波の伝播について分析すること。

平成30年9月21日第627回
審査会合でご説明済み

S5-37 全般事項 第627回会合 (H30.9.21)
波源パラメータの設定の記載等において，原論文として引用した土木学会(2002)と，土木学会(2016)とが混
在している。最新の文献である土木学会(2016)に統一するか，あるいは，土木学会(2002)を引用するのであ
ればその理由を記載すること。

本編資料
P.35，46，58，65，66，69，71，
72，75～79，87，93，212，
214，217～219，221，238，
244，247，260，267
補足説明資料
P.335

S5-38 全般事項 第627回会合 (H30.9.21)
防波堤等の有無が津波に与える影響に関して，防波堤が有った方が津波が大きくなるという結論について，
各ケースの検討結果をまとめたうえで説明すること。

本編資料
P.364～380

4

No. 項目 指摘時期 コメント内容 該当箇所

S5-39 津波堆積物 現地調査 (H30.11.15）

津波堆積物ボーリングコアに関して，OM-5のリカバリー孔の深度1.5ｍ付近の砂状の堆積物について，堆積
物中の礫の状況など再度確認し，イベント堆積物等であるか否か再度検討し説明すること。
また，リカバリー孔についても審査会合資料として説明するとともに，補足説明資料等で該当データを提示す
ること。

補足説明資料
P.9，19，53～77
机上配布資料

・本資料では，現地調査（平成30年11月15～16日）の指摘事項については，下表のとおり回答する。

本資料でご説明 ご説明済み次回以降ご説明



（余白）
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8１．津波堆積物調査（現地調査）

敷地周辺，十三湖及び鰺ヶ沢町周辺で実施した津波堆積物に係る現地調査及び現地調査の評価につ
いて纏めた。

第627回審査会合

資料1-2 P.6再掲



9１．津波堆積物調査（現地調査）（１／４０）

■地点選定理由
• 砂丘により閉塞された後背湿地が存在しており，泥炭層や細粒
層が分布することが期待され，津波堆積物が残存する可能性が
あるため，調査地点として選定した。

• 大間平東部の後背湿地は，別途実施した海成堆積物調査からイ
ベント堆積物は確認されなかったため調査対象地点としない。
（P.16～P.18参照）

■調査内容
• ボーリング調査８孔（ロータリー式，孔径86mm），ボーリングコア
観察，X線CTスキャン，放射性炭素年代測定，珪藻化石分析等

奥戸拡大範囲

大間平拡大範囲

大間平地点の調査位置図

第627回審査会合

資料1-2 P.7一部修正

※柱状図の作成に用いたリカバリー孔の詳細については，P.53～P.77 に示す。

※

※

※

※

現地調査〔大間平地点〕（１／７）： ボーリング調査 コメントNo.S5-39



１．津波堆積物調査（現地調査）（２／４０）

• ボーリングコア観察の結果，OM１
孔及びOM４孔の２孔でイベント堆
積物が認められた。

• OM１孔のイベント堆積物Eom①層
は，腐植土層に挟在する１個の中
礫であり，下端部には砂粒子を伴
う。中礫の下面境界は明瞭であ
り，下端部の砂粒子中に微量の現
世の海水～汽水生種の珪藻化石
を含む。

• OM４孔のイベント堆積物Eom②層
は，腐植土層に挟在する砂層であ
り，下面境界は不明瞭である。現
世の海水～汽水生種の珪藻化石
を含まない。

現地調査〔大間平地点〕（２／７）： イベント堆積物の観察・分析（層相・珪藻化石）

CT画像 コア写真

標高（深度）
1.30m（1.20m）

0.80m（1.70m）

礫層
[イベント堆積物

Eom①層]
（層厚6cm）

腐植土層

腐植土層

CT画像 コア写真

標高（深度）
1.30m（1.90m）

0.80m（2.40m）

砂層
[イベント堆積物

Eom②層]
（層厚3cm）

有機質礫層

腐植土層

腐植土層

OM1孔 OM4孔

[6/70]

[0/125]

10
第627回審査会合

資料1-2 P.8再掲



１．津波堆積物調査（現地調査）（３／４０） 11

• ボーリングコア観察の結果，イベント堆積物Eom①層は，①-①’断面において最も海側（西側）のOM１孔のみで認められ，その分
布標高は約1.1mである。

• イベント堆積物Eom①層の分布範囲は海岸付近に限られ，OM1孔より内陸側の同じ湿地堆積物中の同層準には分布せず，Eom①
層の分布範囲は内陸方向には連続しない。

現地調査〔大間平地点〕（３／７）： イベント堆積物の観察・分析（分布）（１／２）

Eom①層※

14C
年
代

珪
藻
化
石

AD1650～1950
AD1470～1650

湿地堆積物

岩礁堆積物

湿地堆積物
AD1445～1635

14C
年
代

①－①’断面図

（海側） （内陸側）

（P.10参照）

※：Eom①層の詳細はP.13参照

第627回審査会合

資料1-2 P.9再掲



１．津波堆積物調査（現地調査）（４／４０）

現地調査〔大間平地点〕（４／７）： イベント堆積物の観察・分析（分布）（２／２）

湿地堆積物

岩礁堆積物

Eom②層※

AD1485～1650

AD1305～1420

②－②’断面図

14C
年
代

珪
藻
化
石

（海側） （内陸側）

（P.10参照）

12

（拡大図）

イベント
堆積物

柱状図地層

腐植土層

有機質礫層

砂層

腐植土層

• ボーリングコア観察の結果，イベント堆積物Eom②層は， ②-②’断面において海側（西側）のOM４孔のみで認められ，その分布標
高は約1.1mである。

• イベント堆積物Eom②層の分布範囲はOM４孔より内陸側の同じ湿地堆積物中の同層準には分布せず，Eom②層の分布範囲は内
陸方向には連続しない。

• また，放射性炭素年代測定から，イベント堆積物Eom②層はイベント堆積物Eom①層より下位の層準であり，これらは連続しないと
判断される。

※：Eom②層の詳細はP.14参照

第627回審査会合

資料1-2 P.10再掲



13

ボーリングコア写真

X線CTスキャン画像

柱状図

腐植土層 腐植土層Eom①

1.7ｍ1.2ｍ

1.2ｍ 1.7ｍ

1.7ｍ1.2ｍ

• イベント堆積物Eom①層は，腐
植土層に挟在する１個の中礫で
あり，下端部には砂粒子を伴
う。

• コア観察では粒径の違いが，CT
画像では密度差が認められるた
め，イベント堆積物と判断した。

• 中礫の下面境界は明瞭であり，
下端部の砂粒子中に微量の現
世の海水～汽水生種の珪藻化
石を含む。

[6/70]

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（５／４０）

現地調査〔大間平地点〕（５／７）： イベント堆積物の観察・分析（Eom①層：OM１孔）

第627回審査会合

資料1-2 P.11再掲



14

腐植土層 有機質礫層Eom②

2.4ｍ1.9ｍ

柱状図

X線CTスキャン画像

1.9ｍ 2.4ｍ

2.4ｍ1.9ｍ

腐植土層

• イベント堆積物Eom②層は，
腐植土層に挟在する砂層で
ある。

• コア観察では粒径の違い
が，CT画像では密度差が認
められるため，イベント堆積
物と判断した。

• 下面境界は不明瞭である。
現世の海水～汽水生種の珪
藻化石を含まない。

ボーリングコア写真

[0/125]

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（６／４０）

現地調査〔大間平地点〕（６／７）： イベント堆積物の観察・分析（Eom②層：OM４孔）

第627回審査会合

資料1-2 P.12再掲



15１．津波堆積物調査（現地調査）（７／４０）

大間平地点の調査位置図

現地調査〔大間平地点〕（７／７）： イベント堆積物の評価

津波堆積物の可能性の評価

• 大間平地点のイベント堆積物Eom①層及びEom②層は，いずれ
も，津波堆積物の可能性が低いと評価する。

• なお，イベント堆積物Eom①層及びEom②層は，その分布範囲は
海岸付近の１孔に限られ，津波によるものであれば分布していると
考えられる同じ湿地内の他のボーリング孔の同層準には分布せ
ず，内陸方向及び汀線方向に連続しないことから，高潮や高波等
による局所的な堆積物と判断される。

イベント堆積物の観察・分析結果及び評価

• イベント堆積物Eom①層は，下面境界が明瞭であり，微量の現世
の海水～汽水生種の珪藻化石を含むものの，分布範囲が海岸付
近の１孔に限られる。 Eom①層は，津波によるものであれば分布
していると考えられる同じ湿地内の他のボーリング孔の同層準に
は分布せず，内陸方向に連続しないことから，津波堆積物の特徴
を有していないと評価する。

• イベント堆積物Eom②層は，下面境界が不明瞭であり，現世の海
水～汽水生種の珪藻化石を含まず，分布範囲が海岸付近の１孔
に限られる。 Eom②層は，津波によるものであれば分布していると
考えられる同じ湿地内の他のボーリング孔の同層準には分布せ
ず，内陸方向に連続しないことから，津波堆積物の特徴を有してい
ないと評価する。

第627回審査会合

資料1-2 P.13再掲



■地点選定理由
• 砂丘により閉塞された後背湿地が存在しており，泥炭層や細粒
層が分布することが期待され，海成堆積物が残存する可能性が
あるため，調査地点として選定した。

■調査内容
• ハンディジオスライサー調査６点（電動バイブレーター式，幅
100mm），コア観察，火山灰分析，放射性炭素年代測定，珪藻化
石分析等

16（補足）大間平東部後背湿地における海成堆積物調査（１／３）

奥戸拡大範囲

大間平拡大範囲

大間平地点の調査位置図

ボーリング調査

第627回審査会合

資料1-2 P.14再掲



（補足）大間平東部後背湿地における海成堆積物調査（２／３） 17

イベント堆積物の観察・分析（分布）

（海側） （内陸側）
• ハンディジオスライサー調査の結果，基盤岩
の上位には腐植土層が分布し，その中には
砂層及び礫層の狭在は認められないため，
大間平東部後背湿地にイベント堆積物は分
布しないと評価する。

湿地堆積物

現海岸からの距離 (m)

（海側） （内陸側）

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

AD1170～1280

AD 1430～1520
orAD 1590～1620

第627回審査会合

資料1-2 P.15再掲



O-HGS-1

0.83m（1.62m）

泥岩

腐植土層

標高（深度）
2.45m（0.00m）

(      )

(     )

(     )

2.05m（0.40m）

O-HGS-2

1.14m（1.40m）

腐植土層

泥岩

[0/7]

AD 1430
～1520
Or
AD 1590
～1620

(      )

(      )

標高（深度）
2.54m（0.00m）

（補足）大間平東部後背湿地における海成堆積物調査（３／３）

イベント堆積物の観察・分析（層相・珪藻化石）

18

O-HGS-3

泥岩

腐植土層

Ko-d
(AD 1640)

B-Tm
(再堆積）

標高（深度）
2.58m（0.00m）

1.06m（1.52m）

(      )

(      )

2.38m（0.20m）

腐植土層

O-HGS-4

泥岩

AD 1170
～1280

標高（深度）
2.58m（0.00m）

(      )

(      )

(      )

2.38m（0.20m）

0.76m（1.82m）

O-HGS-5

泥岩

腐植土層

標高（深度）
2.53m（0.00m）

(      )

(      )

(      )

1.43m（1.10m）

0.68m（1.85m）

O-HGS-6

0.33m（2.10m）

泥岩

腐植土層

標高（深度）
2.43m（0.00m）

(      )

(      )

(      )

(      )

0.83m（1.60m）

• ハンディジオスライサー調査の結果，基盤岩
の上位には腐植土層が分布し，その中には
砂層及び礫層の狭在は認められないため，
大間平東部後背湿地にイベント堆積物は分
布しないと評価する。

第627回審査会合

資料1-2 P.16誤りを修正

審査資料の再チェックを行い，「ボ
ーリングコア写真の標高の誤り」を
修正（1.17mを1.14mに修正）した。



１．津波堆積物調査（現地調査）（８／４０）

■地点選定理由
• 砂丘により閉塞された谷底低地（後背湿地，氾濫原）が存在しており，泥炭層や細粒層が分布することが期待され，津波堆積物が残存する
可能性があるため，調査地点として選定した。

■調査内容
•ボーリング調査 14孔（ロータリー式，孔径86mm），ボーリングコア観察，X線CTスキャン，放射性炭素年代測定，珪藻化石分析等

現地調査〔奥戸地点〕（１／１４）： ボーリング調査

奥戸拡大範囲

大間平拡大範囲

奥戸地点の調査位置図

19
第627回審査会合

資料1-2 P.17一部修正

※柱状図の作成に用いたリカバリー孔の詳細については，P.53～P.77 に示す。

※

※

※

※

※

※

コメントNo.S5-39



１．津波堆積物調査（現地調査）（９／４０）

• ボーリングコア観察の結果，全14孔のうち10孔でイベント堆積物が認められた。このうち，主なイベント堆積物の特徴は以下のとおり。
• OK1孔のイベント堆積物Eok①層は，腐植土層に挟在する砂～礫層である。下面境界は明瞭であり，級化構造や腐植質シルトの偽礫が認められる。現世の海水～
汽水生種の珪藻化石を含まない。

• OK13孔のイベント堆積物Eok②層は，有機質シルト層に挟在する砂層であり，下面境界は不明瞭である。
• OK13孔のイベント堆積物Eok③層は，有機質粘土層や砂層に挟まれた砂層である。下面境界は明瞭であり，級化構造や葉理が認められる。微量の現世の海水～
汽水生種の珪藻化石を含む。

現地調査〔奥戸地点〕（２／１４）： イベント堆積物の観察・分析（層相・珪藻化石）
標高（深度）

2.88m（2.20m）

2.38m（2.70m）

砂層
[イベント堆積物

Eok②層]
（層厚20cm）

有機質
シルト層

有機質
シルト層

OK13孔

CT画像 コア写真

標高（深度）
1.58m（3.50m）

1.08m（4.00m）

砂層
[イベント堆積物

Eok③層]
（層厚20cm）

砂・シルト・粘土互層

有機質粘土層

OK13孔

CT画像 コア写真

[0/218]

[4/214]

標高（深度）
3.44m（2.10m）

2.94m（2.60m）

砂～礫層
[イベント堆積物

Eok①層]
（層厚11cm）

腐植土層

腐植土層

偽礫

CT画像 コア写真

OK1孔

[0/122]

[1/115]

[0/119]

有機質砂層

有機質シルト層

[2/208]
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１．津波堆積物調査（現地調査）（１０／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（３／１４）： イベント堆積物の観察・分析（分布）

Eok①層※
Eok①層※

湿地

湿地堆積物

氾濫原堆積物

扇状地堆積物

①－①’断面図

Eok②層※

Eok③層※

（海側） （内陸側）

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

（P.20参照）

湿地堆積物

氾濫原堆積物

ラグーン
堆積物

BC1530～1425
BC3310～2920

BC4520～4370

BC5470～5300

BC5540～5470

氾濫原堆積物

BC4230～3995

BC5490～5385

BC5305～5210

BC6025～5920

BC6235～6085

BC1500～1405
BC3695～3635

AD80～240

BC4975～4800

BC5310～5210

BC5625～5515

BC6010～5895

BC6215～6055

BC1745～1615

BC4795～4690

BC5620～5490

21

BC1420～1260

• ボーリングコア観察の結果，同層準で連続性のあるイベント堆積物が３層準（Eok①層，Eok②層及びEok③層）で認められた。連続性のあるイベント
堆積物が認められた①-①’断面を以下に示す。このうち分布標高が最も高いものは，Eok①層の約3.8m（OK13孔）である。

• イベント堆積物Eok①層は，海岸付近の湿地堆積物及びその内陸側の氾濫原堆積物の同層準に認められるが，内陸に向かって層厚が厚くなり，粒
度が大きくなる傾向が認められる。 （Ｐ．25参照）

• イベント堆積物Eok②層及びEok③層は，いずれも氾濫原堆積物中に概ね連続して分布し，海岸付近の湿地堆積物やラグーン堆積物の同層準には
分布しない。

※：Eok①層の詳細はP.22～P.25参照
：Eok②層の詳細はP.26～P.29参照
：Eok③層の詳細はP.30，P.31参照

第627回審査会合
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腐植土層 腐植土層Eok①

2.1ｍ 2.6ｍ

2.6ｍ2.1ｍ

2.6ｍ2.1ｍ

22

ボーリングコア写真

X線CTスキャン画像

柱状図

• イベント堆積物Eok①層は，腐
植土層に挟在する砂～礫層で
ある。

• コア観察では粒径の違いと腐
植質シルトの偽礫が，CT画像
では密度差が認められるた
め，イベント堆積物と判断し
た。

• 下面境界は明瞭である。現世
の海水～汽水生種の珪藻化
石を含まない。

[0/122]

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

現地調査〔奥戸地点〕（４／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok①層（１／４）：OK１孔）

１．津波堆積物調査（現地調査）（１１／４０）
第627回審査会合
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砂層 砂層Eok①

1.4ｍ0.9ｍ

0.9ｍ 1.4ｍ

1.4ｍ0.9ｍ

有機質
シルト層

23

柱状図

ボーリングコア写真

X線CTスキャン画像X線CTスキャン画像

• イベント堆積物Eok①層は，
有機質シルト層及び砂層に
挟在する砂層である。

• コア観察では粒径の違いと
級化構造が，CT画像では密
度差が認められるため，イベ
ント堆積物と判断した。

• 下面境界は明瞭である。現
世の海水～汽水生種の珪藻
化石を含まない。

[0/44]

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（１２／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（５／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok①層（２／４）：OK10孔）

第627回審査会合

資料1-2 P.21再掲



砂層 砂層Eok①

1.7ｍ1.2ｍ

X線CTスキャン画像

1.2ｍ 1.7ｍ

1.7ｍ1.2ｍ

24

柱状図

ボーリングコア写真

X線CTスキャン画像

• イベント堆積物Eok①層は，
砂層に挟在する砂～礫層で
ある。

• コア観察では粒径の違い
が，CT画像では葉理が認め
られるため，イベント堆積物
と判断した。

• 下面境界は明瞭である。

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（１３／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（６／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok①層（３／４）：OK13孔）

第627回審査会合
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• イベント堆積物Eok
①層は，内陸に向
かって層厚が厚く
なり，粒度が大きく
なる傾向が認めら
れるため，津波堆
積物の特徴と一致
しない。

→河川の洪水等に
よる堆積物と判断
される。

砂～礫層
[イベント堆積物

Eok①]
（層厚11cm）

腐植土層

腐植土層

砂～礫層
[イベント堆積物

Eok①]
（層厚29cm）

砂層

砂層

（海側）
ＯＫ１孔

（P.22参照）

砂層
[イベント堆積物

Eok①]
（層厚17cm）

砂層

砂層

有機質シルト層

（内陸側）深度
2.1ｍ

深度
0.9ｍ

深度
1.2ｍ

1.4ｍ2.6ｍ 1.7ｍ

ＯＫ10孔
（P.23参照）

ＯＫ13孔
（P.24参照）

コア写真 柱状図 コア写真 柱状図 コア写真 柱状図

１．津波堆積物調査（現地調査）（１４／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（７／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok①層（４／４）：層厚及び粒径変化）

第627回審査会合
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有機質シルト層 腐植土層Eok②

1.6ｍ1.1ｍ

1.1ｍ 1.6ｍ

1.6ｍ1.1ｍ

柱状図

X線CTスキャン画像
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• イベント堆積物Eok②層は，
有機質シルト層及び腐植土
層に挟在する砂層である。

• コア観察による粒径の違いと
有機物の有無によりイベント
堆積物と判断した。

• 下面境界は明瞭である。微
量の現世の海水～汽水生種
の珪藻化石を含む。

ボーリングコア写真

[6/166]

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（１５／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（８／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok②層（１／４）：OK３孔）
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• イベント堆積物Eok②層は，
有機質シルト層に挟在する
砂層である。

• コア観察では粒径の違い
が，CT画像では葉理が認め
られるため，イベント堆積物
と判断した。

• 下面境界は明瞭である。

Eok②

1.5ｍ1.0ｍ

1.0ｍ 1.5ｍ

1.5ｍ1.0ｍ

ボーリングコア写真

柱状図

有機質シルト層有機質シルト層

X線CTスキャン画像

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（１６／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（９／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok②層（２／４）：OK14孔）
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有機質砂層 Eok②

2.3ｍ1.8ｍ

1.8ｍ 2.3ｍ

2.3ｍ1.8ｍ

砂層
有機質
シルト層

28

柱状図

ボーリングコア写真

X線CTスキャン画像

• イベント堆積物Eok②層は，
有機質シルト層に挟在する
砂層である。

• コア観察による粒径の違い
と級化構造が認められるこ
と，CT画像では密度差が認
められるため，イベント堆積
物と判断した。

• 下面境界は明瞭である。微
量の現世の海水～汽水生種
の珪藻化石を含む。

[3/142] [4/205]

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（１７／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（１０／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok②層（３／４）：OK10孔）

第627回審査会合
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有機質
シルト層

有機質
シルト層



有機質シルト層Eok②

2.7ｍ2.2ｍ

2.2ｍ 2.7ｍ

2.7ｍ2.2ｍ

有機質シルト層
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柱状図

ボーリングコア写真

X線CTスキャン画像

• イベント堆積物Eok②は，有
機質シルト層に挟在する砂
層である。

• コア観察により粒径の違いと
色調の違いが認められるた
め，イベント堆積物と判断し
た。

• 下面境界は不明瞭である。

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（１８／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（１１／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok②層（４／４）：OK13孔）
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砂層 有機質シルト層Eok③

3.7ｍ3.2ｍ

3.2ｍ 3.7ｍ

3.7ｍ3.2ｍ

有機質
シルト層
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柱状図

3.7ｍ

ボーリングコア写真

X線CTスキャン画像X線CTスキャン画像

3.7ｍ

3.7ｍ

• イベント堆積物Eok③層は，有
機質シルト層に挟在する砂層
である。

• コア観察では粒径の違いと級
化構造が，CT画像では密度差
や葉理が認められるため，イ
ベント堆積物と判断した。

• 下面境界は明瞭である。微量
の現世の海水～汽水生種の
珪藻化石を含む。

[4/214]

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（１９／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（１２／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok③層（１／２）：OK10孔）
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有機質シルト層Eok③

4.0ｍ3.5ｍ

3.5ｍ 4.0ｍ

4.0ｍ3.5ｍ

有機質シルト層
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柱状図

ボーリングコア写真

X線CTスキャン画像

• イベント堆積物Eok③層は，有
機質シルト層に挟在する砂層
である。

• コア観察では粒径の違いが，
CT画像では密度差が認められ
るため，イベント堆積物と判断
した。

• 下面境界は明瞭である。微量
の現世の海水～汽水生種の珪
藻化石を含む。

[2/208] [4/214]

礫層

砂層

シルト層

粒径凡例

深度 深度

１．津波堆積物調査（現地調査）（２０／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（１３／１４）： イベント堆積物の観察・分析（Eok③層（２／２）：OK13孔）

第627回審査会合
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32１．津波堆積物調査（現地調査）（２１／４０）

現地調査〔奥戸地点〕（１４／１４）： イベント堆積物の評価

奥戸地点の調査位置図

イベント堆積物の観察・分析結果及び評価

• イベント堆積物Eok①層は，下面境界が明瞭であり，級化構造や
偽礫等が認められるものの，現世の海水～汽水生種の珪藻化石
を含まず，内陸に向かって層厚が厚くなり，粒度が大きくなる傾向
が認められることから，津波堆積物の特徴を有していないと評価
する。

• イベント堆積物Eok②層は，下面境界が不明瞭であり，微量の現
世の海水～汽水生種の珪藻化石を含む。 Eok②層は，海岸付近
の湿地堆積物中またはラグーン堆積物中に分布しないことから，
津波堆積物の特徴を有していないと評価する。

• イベント堆積物Eok③層は，下面境界が明瞭であり，級化構造や
葉理等が認められ，微量の現世の海水～汽水生種の珪藻化石を
含む。Eok③層は，海岸付近の湿地堆積物中またはラグーン堆積
物中に分布しないことから，津波堆積物の特徴を有していないと
評価する。

津波堆積物の可能性の評価

• 奥戸地点のイベント堆積物Eok①層，Eok②層及びEok③層は，い
ずれも，津波堆積物の可能性が低いと評価する。

• なお，イベント堆積物Eok①層，Eok②層及びEok③層は，主に内
陸側の氾濫原堆積物中に分布することから，河川の洪水等による
堆積物と判断される。
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五月女萢拡大範囲

１．津波堆積物調査（現地調査）（２２／４０）

■地点選定理由
• 砂丘により閉塞された砂丘間低地（後背湿地，氾濫原）が存在しており，泥炭層
や細粒層が分布することが期待され，津波堆積物が残存する可能性があるた
め，調査地点として選定した。

■調査内容
• ボーリング調査17孔（ロータリー式，孔径86mm），ボーリングコア観察，X線CTス
キャン，放射性炭素年代測定，珪藻化石分析等

現地調査〔五月女萢地点〕（１／５）： ボーリング調査

五月女萢地点の調査位置図

前潟拡大範囲

33
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１．津波堆積物調査（現地調査）（２３／４０）

• ボーリングコア観察の結果，全17
孔のうち11孔でイベント堆積物が
認められた。このうち，主なイベン
ト堆積物の特徴は以下のとおり。

• JS13孔のイベント堆積物Ejs①層
は，砂層を覆うシルト層であり，下
面境界が明瞭である。粘土質～シ
ルト質の偽礫が多く認められ，一
部に葉理を伴う。現世の海水～汽
水生種の珪藻化石を含まない。

• JS15孔のイベント堆積物Ejs①層
は，砂層を覆う砂層であり，下面
境界が明瞭である。有機質の偽礫
が認められ，微量の現世の海水～
汽水生種の珪藻化石を含む。

現地調査〔五月女萢地点〕（２／５）： イベント堆積物の観察・分析（層相・珪藻化石）

標高（深度）
1.79m（0.00m）

1.29m（0.50m）

CT画像 コア写真

JS15孔

砂層
[イベント堆積物

Ejs①層]
（層厚7cm）

砂層

盛土

偽礫

[1/112]

標高（深度）
1.30m（0.00m）

0.80m（0.50m）

CT画像 コア写真

シルト層
[イベント堆積物

Ejs①層]
（層厚10cm）

砂層

盛土

偽礫

偽礫

JS13孔

[0/19]
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１．津波堆積物調査（現地調査）（２４／４０）

• ボーリングコア観察の結果，汀線方向の①-①’断面では，同層準で連続性のあるイベント堆積物が３孔の１層準（Ejs①層）で認められた。
• イベント堆積物Ejs①層は，汀線方向の河川に沿って（南北方向）に連続するが，Ejs①層の上位は人工改変を受けているため，上流側に向
かう層厚や粒度の変化は不明である。

• イベント堆積物Ejs①層の最も高い分布標高は約2.0m（JS6孔）である。

現地調査〔五月女萢地点〕（３／５）： イベント堆積物の観察・分析（分布）（１／２）

（P.34参照）
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１．津波堆積物調査（現地調査）（２５／４０）

• ボーリングコア観察の結果，汀線にほぼ直交する②-②’断面では，同層準で連続性のあるイベント堆積物が３孔の1層準（Ejs①層）で
認められた。

• イベント堆積物Ejs①層は，内陸方向（東西方向）に連続するが，Ejs①層の上位は人工改変を受けているため，内陸に向かう層厚や粒
度の変化は不明である。

現地調査〔五月女萢地点〕（４／５）： イベント堆積物の観察・分析（分布）（２／２）
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37１．津波堆積物調査（現地調査）（２６／４０）

イベント堆積物の観察・分析結果及び評価

• イベント堆積物Ejs①層は，下面境界が明瞭であり，偽礫や葉理
が認められ，微量の現世の海水～汽水生種の珪藻化石を含
み，汀線方向及び内陸方向に連続することから，津波堆積物の
特徴を有していると評価する。

津波堆積物の可能性の評価

• 五月女萢地点のイベント堆積物Ejs①層は，津波堆積物の可能
性が高いと評価する。

• イベント堆積物Ejs①層の最も高い分布標高は約2.0m（JS6孔）
であり，最高標高を約2mと評価する。

現地調査〔五月女萢地点〕（５／５）： イベント堆積物の評価

五月女萢地点の調査位置図
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資料1-2 P.35再掲



１．津波堆積物調査（現地調査）（２７／４０）

■地点選定理由
• 砂丘により閉塞された砂丘間低地
（後背湿地，氾濫原）が存在してお
り，泥炭層や細粒層が分布すること
が期待され，津波堆積物が残存す
る可能性があるため，調査地点とし
て選定した。

■調査内容
• ボーリング調査９孔（ロータリー式，
孔径86mm），ボーリングコア観察，X
線CTスキャン，放射性炭素年代測
定，珪藻化石分析等

現地調査〔前潟地点〕（１／５）： ボーリング調査

前潟地点の調査位置図

前潟拡大範囲
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１．津波堆積物調査（現地調査）（２８／４０）

砂層
[イベント堆積物

Ejsm①層]
（層厚19cm）

粘土層

粘土層

標高（深度）
-1.12m（0.00m）

-1.62m（0.50m）

偽礫

JSm17-1孔

コア写真

[41/197]

[43/107]

[78/216]

現地調査〔前潟地点〕（２／５）： イベント堆積物の観察・分析（層相・珪藻化石）(１／２）

砂層
[イベント堆積物

Ejsm④層]
（層厚70cm）

コア写真

標高（深度）
-1.43m（0.10m）

-1.93m（0.60m）

腐植土層

[83/211]

砂層
[イベント堆積物

Ejsm③層]
（層厚8cm）

標高（深度）
-1.63m（0.80m）

-2.13m（1.30m）

JSm18-1孔

コア写真

有機質
シルト層

有機質
シルト層

砂～礫層

[52/211]

[82/218]

砂層
[イベント堆積物

Ejsm②層]
（層厚5cm）

標高（深度）
-1.13m（0.30m）

-1.63m（0.80m）

JSm18-1孔

コア写真

有機質
シルト層

砂層

有機質
シルト層

[149/209]

コア写真

標高（深度）
-1.93m（0.60m）

-2.43m（1.10m）

砂層

JSm19-1孔

• ボーリングコア観察の結果，全９孔のうち８孔でイベント堆積物が認められた。このうち，主なイベント堆積物の特徴は以下のとおり。
• JSm17-1孔のイベント堆積物Ejsm①層は，粘土層に挟在する砂層である。下面境界が明瞭であり，シルト質の偽礫や級化構造が認められる。微量の現世の海水～汽水

生種の珪藻化石を含む。
• JSm18-1孔のイベント堆積物Ejsm②層は，有機質シルト層に挟在する砂層であり，下面境界が明瞭であり，級化構造が認められる。
• JSm18-1孔のイベント堆積物Ejsm③層は，有機質シルト層に挟在する砂層である。下面境界が明瞭であり，級化構造が認められる。微量の現世の海水～汽水生種の珪

藻化石を含む。
• JSm19-1孔のイベント堆積物Ejsm④層は，有機質粘土層及び砂層に挟在する砂層であり，下面境界が不明瞭である。微量の現世の海水～汽水生種の珪藻化石を含む。

有機質
粘土層

有機質
砂層
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１．津波堆積物調査（現地調査）（２９／４０）

-4.93m（4.10m）

標高（深度）
-4.43m（3.60m）

砂～礫層
[イベント堆積物

JSm⑦層]
（層厚23cm）

砂層

砂層

コア写真

JSm18-1孔

• ボーリングコア観察の結果，全９孔のうち８孔でイベント堆積物が認められた。このうち，主なイベント堆積物の特徴は以下のとおり。
• JSm18-1孔のイベント堆積物Ejsm⑤層は，有機質シルト層及び砂層に挟在する砂～礫層であり，下面境界が明瞭である。
• JSm17-1孔のイベント堆積物Ejsm⑥層は，砂層に挟在する砂～礫層である。下面境界が明瞭であり，級化構造が認められ，一部に葉理が認められる。
• JSm18-1孔のイベント堆積物Ejsm⑦層は，砂層に挟在する砂～礫層である。下面境界が明瞭である。

現地調査〔前潟地点〕（３／５）： イベント堆積物の観察・分析（層相・珪藻化石）(２／２）

コア写真

標高（深度）
-4.22m（3.10m）

-4.72m（3.60m）

JSm17-1孔

砂～礫層
[イベント堆積物

Ejsm⑥層]
（層厚26cm）

砂層

砂層

[2/4]

砂～礫層
[イベント堆積物

Ejsm⑤層]
（層厚16cm）

コア写真

標高（深度）
-2.53m（1.70m）

-3.03m（2.20m）

有機質
シルト層

砂層

JSm18-1孔

[64/218]
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１．津波堆積物調査（現地調査）（３０／４０）

• ボーリングコア観察の結果，同層準で連続性のあるイベント堆積物が7層準（Ejsm①～⑦層）で認められた。このうち分布標高が最も高いものは，Ejsm①層の約
-1.1m（Jsm17-3孔）である。

• このうち，５層準のイベント堆積物（ Ejsm①層， Ejsm③層，Ejsm⑤層，Ejsm⑥層及びEjsm⑦層）は，上流方向（南方向）へ連続し，上流に向かって層厚が薄くな
り，粒度が小さくなる傾向が概ね認められる。

• イベント堆積物Ejsm②層は，河口付近の同層準にイベント堆積物が認められず，連続しない。
• イベント堆積物Ejsm④層は，JSm19-1～3孔の間で厚い砂層として連続して認められるが，河口側のJSm18-2孔の同層準では，層相が大きく異なり，有機質シ
ルト層が卓越し，連続しない。

現地調査〔前潟地点〕（４／５）： イベント堆積物の観察・分析（分布）
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（河口側） （上流側）

14C
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代

珪
藻
化
石

Ejsm⑥層

Ejsm①層

Ejsm③層

Ejsm⑦層

AD1680～1950
AD1640～1950

AD1310～1425

河口
↓

Ejsm⑤層

現海岸線からの距離（m）
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前潟 後潟（内湖） 明神沼

（P.39，40参照）
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42１．津波堆積物調査（現地調査）（３１／４０）

津波堆積物の可能性の評価

• 前潟地点のイベント堆積物Ejsm①～⑦層の７層は，いずれも，津波堆積物の可能性
が高いと評価する。

• このうち，分布標高が最も高いものは，Ejsm①層の約-1.1m（JSm17-3孔）であり，最
高標高を約-1mと評価する。

• なお，箕浦（1990）(１)でも本調査範囲内で津波堆積物が認められている。

イベント堆積物の観察・分析結果及び評価

• 連続性を認めた7層準のイベント堆積物のうち，5層準（Ejsm①層，Ejsm③層，Ejsm⑤
層，Ejsm⑥層及びEjsm⑦層）は，下面境界が明瞭であり，上流に向かって層厚が薄く
なり，粒度が小さくなる傾向が認められ，微量の現世の海水～汽水生種の珪藻化石
を含むことから，津波堆積物の特徴を有していると評価する。

• 残りの２層準のEjsm②層及びEjsm④層は，下面境界が明瞭であり，微量の現世の
海水～汽水生種の珪藻化石を含む。これらの堆積物は，河口側に連続して分布しな
いものの，前潟の分布する砂丘間低地は海岸までの距離が約500mと短く，砂丘の
高さが5m程度と低いことから，津波が砂丘を越えて堆積した可能性は否定できな
い。

現地調査〔前潟地点〕（５／５）： イベント堆積物の評価

前潟地点の調査位置図
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１．津波堆積物調査（現地調査）（３２／４０）

■地点選定理由
• 砂丘により閉塞された谷底低地（後背湿地，氾濫原）が存在しており，泥炭層や
細粒層が分布することが期待され，津波堆積物が残存する可能性があるため，
調査地点として選定した。

■調査内容
• ボーリング調査19孔（ロータリー式，孔径86mm），ボーリングコア観察，X線CTス
キャン，放射性炭素年代測定，珪藻化石分析等

現地調査〔鳴沢地点〕（１／５）： ボーリング調査

鳴沢拡大範囲

赤石拡大範囲

鳴沢地点の調査位置図

43
第627回審査会合

資料1-2 P.41再掲

NR1



１．津波堆積物調査（現地調査）（３３／４０）

現地調査〔鳴沢地点〕（２／５）： イベント堆積物の観察・分析（層相・珪藻化石）

腐植土層

有機質砂層
[イベント堆積物

Enr①層]
（層厚33cm）

偽礫

CT画像 コア写真

NR1孔

[79/109]

[0/201]

盛土

砂層
[イベント堆積物

Enr①層]
（層厚4cm）

有機質砂層

0.48m（1.50m）

偽礫

CT画像 コア写真

NR11孔

有機質
シルト層

標高（深度）
0.98m（1.00m）

• コア観察の結果，全19孔のうち12孔でイベント堆積物が認められた。このうち，主なイベント堆積物の特徴は以下のとおり。
• NR1孔のイベント堆積物Enr①は，腐植土層を覆う有機質砂層である。下面境界が明瞭であり，シルト質の偽礫及び級化構造が認められる。微量の現世

の海水～汽水生種の珪藻化石を含む。
• NR11孔のイベント堆積物Enr①は，有機質シルト層及び有機質砂層に挟在する砂層である。下面境界が明瞭であり，シルト質の偽礫が認められる。
• NR４孔のイベント堆積物Enr②は，有機質シルト層及び有機質粘土層に挟在する砂層である。下面境界が明瞭であり，有機質の偽礫が認められる。
• NR８孔のイベント堆積物Enr②は，シルト層を覆う有機質シルト層である。下面境界が明瞭であり，微量の現世の海水～汽水生種の珪藻化石を含む。

砂層
[イベント堆積物

Enr②層]
（層厚10cm）

砂層

標高（深度）
0.41m（1.00m）

-0.09m（1.50m）
CT画像 コア写真

NR4孔

[0/210]

有機質
シルト層

有機質
粘土層

有機質粘土層

砂層

[0/213]

[0/220]

偽礫

有機質
シルト層

[イベント堆積物
Enr②層]

（層厚3cm）

シルト層

CT画像 コア写真

NR8孔

[4/138]

盛土

0.17m（0.80m）

標高（深度）
0.67m（0.30m）

標高（深度）
2.54m（0.00m）

2.04m（0.50m）

44
第627回審査会合

資料1-2 P.42再掲



14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
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Enr①層

氾濫原堆積物

氾濫原
堆積物

湿地
堆積物

ラグーン
堆積物

AD995～1150

AD1425～1470

BC770～415

AD690～885
AD720～895

①－①’断面図

（海側） （内陸側）

Enr②層

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

氾濫原堆積物

ラグーン
堆積物

AD675～870 AD660～770

BC1280～1115 BC480～390

現海岸線からの距離（m）

376m 428m 739m 849m 990m 1216m 1307m 1423m 1567m

• ボーリングコア観察の結果，汀線にほぼ直交する①-①’断面では，同層準で連続性のあるイベント堆積物が２層準（Enr①層
及びEnr②層）で認められた。このうち分布標高が最も高いものは，Enr②層の約2.3m（NR９孔）である。

• イベント堆積物Enr①層及びEnr②層は，内陸方向（南東方向）に連続し，概ね，内陸に向かって層厚が薄くなり，粒度が小さく
なる傾向が認められる。

現地調査〔鳴沢地点〕（３／５）： イベント堆積物の観察・分析（分布）（１／２）

１．津波堆積物調査（現地調査）（３４／４０）

Enr②層

AD1275～1390

AD775～975
AD775～970

湿地
堆積物
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14C
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代

珪
藻
化
石

氾濫原堆積物

湿地堆積物

ラグーン
堆積物

②－②’断面図

Enr①層

14C
年
代

珪
藻
化
石

氾濫原堆積物

modern

AD1420～1465

現地調査〔鳴沢地点〕（４／５）： イベント堆積物の観察・分析（分布）（２／２）

１．津波堆積物調査（現地調査）（３５／４０）

AD1050～1225

ボーリング孔の離隔距離（m）

Enr①層

• ボーリングコア観察の結果，汀線に斜交する②-②’断面では，同層準で連続性のあるイベント堆積物が２層準（Enr①層及び
Enr②層）で認められた。

• イベント堆積物Enr①層は，内陸方向（東方向）に連続し，概ね，内陸に向かって層厚が薄くなり，粒度が小さくなる傾向が認め
られる。

• イベント堆積物Enr②層は，①-①’断面で連続して認められるが，NR2孔から北東側のNR10孔の同層準では，層相が大きく異
なり，厚い砂層が分布し，連続しない。

（海側） （内陸側）

Enr②層
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（P.44参照）

AD775～975
AD775～970

第627回審査会合

資料1-2 P.44再掲



47１．津波堆積物調査（現地調査）（３６／４０）

イベント堆積物の観察・分析結果及び評価

• イベント堆積物Enr①層は，下面境界が明瞭であり，微量の現世
の海水～汽水生種の珪藻化石を含み，内陸に向かって層厚が
薄くなり，粒度が小さくなる傾向が認められることから，津波堆
積物の特徴を有していると評価する。

• イベント堆積物Enr②層は，下面境界が明瞭であり，微量の現世
の海水～汽水生種の珪藻化石を含み，内陸に向かって層厚が
薄くなり，粒度が小さくなる傾向が認められることから，津波堆
積物の特徴を有していると評価する。

津波堆積物の可能性の評価

• 鳴沢地点のイベント堆積物Enr①層及びEnr②層は，津波堆積
物の可能性が高いと評価する。

• このうち，分布標高が最も高いものは，Enr②層の約2.3m（NR9
孔）であり，最高標高を約3mと評価する。

• なお，小岩ほか（2013）(２)，熊谷ほか（2017）(３)でも本調査範囲
内で津波堆積物が認められている。

現地調査〔鳴沢地点〕（５／５）： イベント堆積物の評価

鳴沢地点の調査位置図

第627回審査会合
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（余白）

48



赤石拡大範囲

鳴沢拡大範囲

１．津波堆積物調査（現地調査）（３７／４０）

赤石地点の調査位置図

■地点選定理由
• 砂丘により閉塞された谷底低地（後背湿地，氾濫原）が存在しており，泥炭層や細粒層が分布することが期待され，津波堆積物が残存
する可能性があるため，調査地点として選定した。

■調査内容
• ボーリング調査 14孔（ロータリー式，孔径86mm）， ボーリングコア観察，X線CTスキャン，放射性炭素年代測定，珪藻化石分析等

現地調査〔赤石地点〕（１／４）： ボーリング調査

49
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１．津波堆積物調査（現地調査）（３８／４０）

• ボーリングコア観察の結果，全14孔のうち７孔でイベント堆積物
が認められた。このうち，主なイベント堆積物の特徴は以下のと
おり。

• AK3孔のイベント堆積物Eak①層は，シルト層及び礫層に挟在す
る砂層である。下面境界が明瞭であり，シルト質の偽礫及び級化
構造が認められる。微量の現世の海水～汽水生種の珪藻化石
を含む。

現地調査〔赤石地点〕（２／４）： イベント堆積物の観察・分析（層相・珪藻化石）

50

標高（深度）
1.86m（0.60m）

1.46m（1.00m）

礫層

砂層
[イベント堆積物

Eak①層]
（層厚12cm）

盛土

偽礫

コア写真

AK3孔

[15/144]

[7/79]

[5/81]

粘土～シルト層

シルト層
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１．津波堆積物調査（現地調査）（３９／４０）

• ボーリングコア観察の結果，同層準で連続性のあるイベント堆積物が１層準（Eak①層）で認められた。
• イベント堆積物Eak①層の分布範囲は河口付近のAK１孔～AK３孔の氾濫原堆積物中に限られ，それより内陸側のボーリング孔の同層準には
分布せず，内陸方向（南東方向）には連続しない。イベント堆積物Eak①層の上位は人工改変を受けているため，内陸に向かう層厚や粒度の変
化は不明である。

• イベント堆積物Eak①層の最も高い分布標高は約1.7m（AK３孔）である。

現地調査〔赤石地点〕（３／４）： イベント堆積物の観察・分析（分布）

珪
藻
化
石

珪
藻
化
石

珪
藻
化
石

珪
藻
化
石

14C
年
代

珪
藻
化
石

Eak①層

氾濫原堆積物

ラグーン
堆積物

氾濫原堆積物

ラグーン
堆積物

氾濫原堆積物

modern

AD655～765

①－①’断面図

14C
年
代

珪
藻
化
石14C

年
代

珪
藻
化
石

modern

（海側） （内陸側）

（P.50参照）
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52１．津波堆積物調査（現地調査）（４０／４０）

現地調査〔赤石地点〕（４／４）： イベント堆積物の評価

赤石地点の調査位置図

イベント堆積物の観察・分析結果及び評価

• イベント堆積物Eak①層は，下面境界が明瞭であり，級化
構造や偽礫が認められ，微量の現世の海水～汽水生種
の珪藻化石を含む。Eak①層の分布範囲は河口付近の
氾濫原堆積物中に限られ，内陸側の他のボーリング孔の
同層準に分布せず，内陸方向に連続しないものの，小規
模な津波により堆積した可能性は否定できないことから，
津波堆積物の特徴を有していると評価する。

津波堆積物の可能性の評価

• 赤石地点のイベント堆積物Eak①層は，津波堆積物の可
能性が高いと評価する。

• イベント堆積物Eak①層の最も高い分布標高は約1.7m（AK
３孔）であり，最高標高を約２mと評価する。
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上表の指摘事項に対する回答として，OM５-３孔のリカバリー孔の深度1.5ｍ付近の砂状の堆積物について，他のリカバリー孔を含め
て統合柱状図を再度確認した結果，盛土であったことを示す（P.61参照）。

また，分布するイベント堆積物が津波堆積物である可能性が低いと判断する大間平地点及び奥戸地点を対象にリカバリー孔掘削を
実施した全地点について，リカバリー孔から統合柱状図を作成した考え方とデータを，下表に示すとおり，補足説明資料及び机上配布
資料に示す。

○ 本資料で回答する指摘事項 ：津波堆積物に関わる現地調査における指摘事項

No. 項目 指摘時期 コメント内容 掲載箇所

S5-39 津波堆積物
現地調査

（H30.11.15)

津波堆積物ボーリングコアに関して，OM５のリカバリー孔の深度1.5ｍ付近の砂状の堆積物について，
堆積物中の礫の状況など再度確認し，イベント堆積物等であるか否か再度検討し説明すること。

また，リカバリー孔についても審査会合資料として説明するとともに，補足説明資料等で該当データを
提示すること。

P.53～P.77

机上配布資料
P.1～P.71

53

○ 回答内容

地点 補足説明資料 机上配布資料 備考

大間平 OM５地点 OM１地点，OM２地点，OM４地点
連続性のあるイベント堆積物は認められな
いが，コメント回答として現地調査で指摘を
受けたOM５地点を補足説明資料に示す。

奥戸 OK１地点
OK４地点，OK６地点，OK８地点，

OK15地点，OK18地点
連続性のあるイベント堆積物が認められる
OK１地点を補足説明資料に示す。

（補足）１．リカバリー孔について（概要）（１／２）

リカバリー孔の掲載資料

コメントNo.S5-39



津波堆積物調査（ボーリング調査）
の基本的な考え方

• リカバリー孔は，コア欠損区間
が認められる場合や，イベント堆
積物の有無を判断し得る細粒層
を十分確認できない場合に掘削し
た。

• コアの重複区間における選定
は，イベント堆積物及びイベント堆
積物の有無を判断し得る細粒層
が含まれることを考慮した。

• ボーリング孔の堀止めは，おお
むね現海水準と同じ海水準であっ
た時代の堆積物に達するか，基
盤に達する場合とした。

54

コア欠損区間の
有無等※１

１本目掘削

リカバリー孔の掘削

終了

なし

あり

コアの重複区間の抽出

統合柱状図及び統合ボーリングコア写真

イベント堆積物を
挟在するコアが

複数あるか

あり

なし

※１ イベント堆積物の有無を判断し得る細粒層を見落とさないこと
に留意。

※２ イベント堆積物の有無を判断し得る細粒層が含まれることを考
慮。

※３ 静穏な環境で堆積した腐植土層やシルト層等の細粒層中の
砂層や礫層等の境界が明瞭であること。

イベント堆積物の特徴※３が
明瞭なコアを選定

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか

なし

あり

（リカバリー孔の掘削フロー）

（重複区間の選定フロー）

リカバリー孔の掘削及び統合柱状図等の作成は基本的に以下のとおり実施した。
 イベント堆積物の有無を判断し得る細粒層を見落とさないことに留意して，コアに欠損区間が生じた場合に掘削し，欠損区間がなくなるまで掘削を繰

り返す。
 コアの重複区間がある場合は，フローに示すとおり，イベント堆積物の有無を判断し得る細粒層が含まれることを考慮しつつ，連続性の良いコアを優

先的に選定した上で，イベント堆積物の特徴が明瞭なコアを選定し，統合柱状図及び統合ボーリングコア写真を作成する。
 ここで，大間平地点及び奥戸地点においては，イベント堆積物を検討する場合には，平常時に静穏な環境で堆積したと考えられる腐植土層，シルト

層等の細粒層中に挟在する砂層や礫層等に着目する。

コメントNo.S5-39（補足）１．リカバリー孔について（概要）（２／２）

現地調査： リカバリー孔の掘削フロー及び重複区間の選定フロー

（連続性の良いコアを優先的に選定※２）

（孔径86㎜）

（孔径86㎜）



現地調査〔大間平地点〕： ボーリング調査位置

大間平地点の調査位置図

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（１／１１） 55

• ボーリング調査において，ボーリングコアに欠損区間等が生じた場合，リカバリー孔を掘削しリカバリー孔の観察結果を含めて，統合柱
状図を作成した。

• 大間平地点では，下図に赤字で示す４地点でリカバリー孔を掘削した。
• ここでは，当該４地点のうち現地調査（H30.11.15)でコメントのあったOM５地点を対象にリカバリー孔に係る検討・評価について示す※１。

※１ その他のOM１地点，OM２地点及びOM４地点については，机上配布資料を参照。

ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

コメントNo.S5-39



大間平地点の調査位置図

56

２－１．OM５地点（１／１０）： ボーリング調査位置

OM５

ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

• OM５地点ではボーリング孔を４孔掘削した。
• OM５地点の統合柱状図，統合ボーリングコア写真，
ボーリングコアリスト及び重複区間の選定フロー，並
びに，元となった各ボーリング孔の柱状図，ボーリン
グコア写真等のデータをP.57～P.65に示す。

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（２／１１） コメントNo.S5-39



0m

1m

2m

統合ボーリングコア写真

• 主に，盛土，腐植土層及び有機質粘土層からなり，イベント堆積物は認め
られない。

• ボーリング孔の堀止めは，基盤の凝灰岩に達するまでとした。

57

※

２－１．OM５地点（２／１０）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真
統合柱状図

コメントNo.S5-39

第467回審査会合

机上配布資料3 P.9一部修正

(孔口標高：EL.＋3.51m）

1m0m

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（３／１１）



0    1      2      3      4     5     6

OM５ 0 ～ 3 OM５-１ P.62を参照。

OM５-２ P.63を参照。

OM５-３ P.64を参照。

OM５-４ P.65を参照。

深度区間 (m)

元となったボーリングコア

備考

統合した
ボーリングコア

地点名 深度区間 (m) 枝番孔名
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統合ボーリングコア選定区間

重複区間

重複区間の選定フロー

終了コアの重複区間の抽出

統合柱状図及び統合ボーリングコア写真

イベント堆積物を
挟在するコアが

複数あるか

あり

なし

イベント堆積物の特徴※３が
明瞭なコアを選定

なし

あり • OM５地点の元となったボーリングコアの選定区間を示すととも
に，コアの重複区間での選定方法を示す。

• 選定区間①の深度1.33ｍ～2.00ｍについては，唯一，細粒層（腐
植土層）を挟在するOM５-３孔を選定した。

• 選定区間②の深度0.55m～1.23mについては，いずれも盛土のた
め，選定区間①と同じOM５-３孔を優先して選定した。

① OM５-３孔

② OM５-３孔

② ①

２－１．OM５地点（３／１０）： ボーリングコアリスト及び重複区間の選定フロー

※１

（連続性の良いコアを優先的に抽出※２ ）

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（４／１１） コメントNo.S5-39

※１ OM５地点の４孔の掘削は，おおむね半径１ｍ以内で実施した。
※２ イベント堆積物の有無を判断し得る細粒層が含まれることを考慮。
※３ 静穏な環境で堆積した腐植土層やシルト層等の細粒層中の砂層や礫層等の境界が明瞭であること。

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか
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												174				177		1		1		デイサイト（da）																30		～		33		1		易国間層上部層（lltf）

												177				180		1		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ																39		～		42		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												180				183		1		1		デイサイト（da）																45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

												249		～		252		1		1		デイサイト（da）																54		～		57		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												288		～		291		1		1		デイサイト（da）																57		～		60		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												291		～		294		1		1		デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ																60		～		63		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

						ｃf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		1		3		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ																114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										cf-102		42		～		45		1		3		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ																117				120		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

								Tf-4付近 フキン		CB-12								3		3		cf-3断層 ダンソウ																120				123		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

										SB-25								3		3		cf-3断層 ダンソウ																123				126		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

								進入路 シンニュウ ロ		cf-301								3		3		cf-3断層 ダンソウ																183		～		186		1		大間層（st） オオマ ソウ

						sF断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		42		1		3		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ																252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										IT-18		33		～		36		1		3		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ																279		～		282		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

								取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		48		1		3		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ																300		～		303		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		39		～		42		1		3		sF-1断層（40.20m：blv） ダンソウ																315		～		318		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										IT-17		81		～		84		1		3		sF-1断層（81.70m：st） ダンソウ																321		～		324		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

								敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-○								3		3		sF-1断層 ダンソウ																330		～		333		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										IT-△								3		3		sF-1断層 ダンソウ																429		～		432		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

										IT-◇								3		3		sF-1断層 ダンソウ								②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ														24		箱 ハコ

								取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		74		～		77		1		3		sF-2-1断層（75.00m：blv） ダンソウ

										IT-26		66		～		69		1		3		sF-2-2断層（67.90m：blv） ダンソウ								コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計										109		箱 ハコ

										IT-2		60		～		63		1		1		ｄｌｔf中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（62.5m付近） チュウ ミャク フキン		鉱物脈法等 コウブツ ミャク ホウ トウ

								取水口（2,3断面間） シュスイコウ ダンメン アイダ		IT-8		36		～		39		1		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（38.77m付近） チュウ ミャク フキン

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-7		27		～		30		1		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（28.7～29m） チュウ ミャク

								敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22								1		1		大畑層（変質部） オオハタ ソウ ヘンシツ ブ

										IT-24								1		1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

										IT-24								1		1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

				シーム
性状
活動性		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-304				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-305				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-306				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-307				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-308				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-309				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-310				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-311				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-312				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-313				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-314				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア　小計 ショウケイ		小計												45		85		箱 ハコ



































































NRA現調資料用（津波のみ) (作業中)

		No.						統合した
ボーリングコア トウゴウ										元となったボーリングコア																										備考 ビコウ		審査資料　掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ

								地点名 チテン メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン												m		コア箱 (m) バコ						箱数 スウ

																				0    1      2      3      4     5     6

		105						OM５		0		～		3		4		OM５-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.62を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		OM５-２														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.63を参照。

																		OM５-３														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.64を参照。

																		OM５-４														ERROR:#REF!		2		～		3		1				P.65を参照。









NRA現調資料用（津波のみ)



						★NRA説明用　選別・整理 '18.10.30 天野 セツメイヨウ センベツ セイリ アマノ





		No.				対象 タイショウ				統合したボーリングコア トウゴウ												元となったボーリングコア モト																				摘要 テキヨウ		審査資料　掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ

		1				dF断層系 ダンソウ ケイ		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層面の破砕性状等 ダンソウ メン ハサイ セイジョウ トウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-13頁，2-77頁 ページ ページ

		3						dF-c断層（77.50m：atf・st/atf）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-15頁

		2						df-2断層（67.65m：st/st） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-17頁，2-78頁 ページ ページ

		9						dF-a断層 ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				活動性（大畑層中に断層なし）		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-26頁 ページ

		11						デイサイト（da）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層の連続性（デイサイト貫入面に断層なし） ダンソウ レンゾクセイ カンニュウ メン ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁

		18						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層の下方への連続性（鍵層に変位なし）		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ

		19						大間層（ptf/st/atf：AT-25） オオマ ソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ

		20						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ

		23				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層面の固結した性状，針貫入試験結果 ダンソウ メン コ ケツ セイジョウ ハリ カンニュウ シケン ケッカ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-52頁 ページ

		26						cf-2断層（26.01m：lltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-55頁 ページ ページ ページ

		31						cf-3断層（20.15-22.14m：lltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-59頁 ページ

		32						cf-3断層（83.54m：blv） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-60頁

		30						cf-3断層（142.53m：lltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-57頁 ページ ページ ページ

		40				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層面の破砕性状，針貫入試験結果 ダンソウ メン ハサイ セイジョウ ハリ カンニュウ シケン ケッカ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-70頁

		41						sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-73頁 ページ

		42						sF-1断層（m：tb/lltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-74頁 ページ

		52						sF-2-2断層（67.85m：blv）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-71頁，補足説明資料　2-76頁 ホンペン シリョウ ホソク セツメイ シリョウ ページ

		53						sF-2-1断層（75.00m：blv）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-70頁，補足説明資料　2-75頁 ホンペン ホソク セツメイ シリョウ ページ

		56				シーム		S-11（14.67m）, cf-3断層（36.3m） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				Tf-5(a)トレンチ周辺におけるS-11の分布		ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		57						S-11（10.43m）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		58						S-11（10.12m）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		64						S-11（17.04m）, cf-3断層（30.3m） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		65						S-11（14.26m）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		68						S-11（13.80m）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		99				第四系中の変状 ダイ ヨンケイ チュウ ヘンジョウ		段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-63頁 ホンペン シリョウ ページ

		100				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				生痕化石 セイコン カセキ		ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　1-18頁，補足説明資料　1-4頁 ホンペン シリョウ ページ ページ

		101								孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				洞爺火山灰層 トウヤ カザンバイ ソウ		ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　1-8頁 ページ

										孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		コア箱 (m) バコ						箱数 スウ

		102				津波堆積物 ツナミ タイセキ ブツ		大間平地点 オオマ ダイラ チテン		OM1		0		～		3		3		2		OM1-5		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						OM1-4		2		～		3		1		1		～		3		1

		103								OM2		0		～		2.7		2.7		2		OM2-2		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																						〃		2		～		2.7		0.7		2		～		3		1

		104								OM4		0		～		4		4		4		OM 4-5		0		～		1		1		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						OM 4-6		1		～		1.9		0.9		1		～		3		1

																						OM 4-5		1.9		～		3.6		1.7		2		～		4		1

																						OM 4-1		3.6		～		4		0.4		2		～		4		1

		105								OM5		0		～		3		3		4		OM 5-1		0		～		0.55		0.55		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																						OM 5-3		0.55		～		1.23		0.68		0		～		2		1

																						OM 5-4		1.23		～		1.33		0.1		1		～		2		1

																						OM 5-3		1.33		～		2		0.67		0		～		2		(1)

																						OM 5-1		2		～		3		1		2		～		3		1

		106						奥戸地点 オコッペ チテン		OK1		0		～		6		6		5		OK 1-3		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		2.11		0.11		2		～		5		1

																						OK 1-1		2.11		～		3		0.89		2		～		3		1

																						〃		3		～		4		1		3		～		4		no

																						OK 1-4		4		～		5		1		4		～		5		1

																						OK 1-2		5		～		6		1		4		～		6		1

		107								OK2		0		～		6		6		3		OK 2-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		108								OK3		0		～		6		6		3		OK 3-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		109								OK10		0		～		6		6		2		OK 10-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		no

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1				OK 10-1_6~8不要 フヨウ

		110								OK13		0		～		6		6		3		OK 13-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		111								OK14		0		～		6		6		3		OK 14-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		112						五月女萢地点 サオトメ ヤチ チテン		JS6		0		～		3		3		2		JS 6-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　31-35頁

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

		113								JS13		0		～		3		3		2		JS 13-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　31-35頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

		114								JS15		0		～		3		3		2		JS 15-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　31-35頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

		115						前潟地点 マエ カタ チテン		JSm17-3		0		～		6		6		3		JSm 17-3-2		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　36-40頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		116								JSm18-1		0		～		6		6		4		JSm 18-1-2		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　36-40頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		3		1		2		～		3		1

																						JSm 18-1-1		3		～		4		1		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		117								JSm19-2		0		～		6		6		3		JSm 19-2-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　36-40頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		118						鳴沢地点 ナルサワ チテン		NR2		0		～		6		6		1		NR 2-2		0		～		1.19		1.19		0		～		2		1				NR 2-2_2~4,4~6不要 フヨウ		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						NR 2-1		1.19		～		2		0.81		0		～		2		no

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		no

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		no

		119								NR4		0		～		6		6		4		NR 4-1		0		～		1		1		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						NR 4-2		1		～		1.55		0.55		1		～		2.8		1

																						NR 4-1		1.55		～		1.9		0.35		0		～		2		(1)

																						NR 4-2		1.9		～		2.5		0.6		1		～		2.8		(1)

																						NR 4-1		2.5		～		4		1.5		2.5		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		120								NR5		0		～		6		6		3		NR 5-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		121								NR9		0		～		6		6		3		NR 9-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		122								NR12		0		～		6		6		3		NR 12-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		123						赤川地点 アカガワ チテン		AK1		0		～		6		6		4		AK 1-1		0		～		1.5		1.5		0		～		3		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　47-50頁

																						AK 1-2		1.5		～		2		0.5		0		～		2		1

																						AK 1-2		2		～		2.13		0.13		2		～		4		1

																						AK 1-1		2.13		～		6		3.87		3		～		6		1

										AK3		0		～		6		6		3		AK 3-1		0		～		0.6		0.6		0		～		2		1

																						AK 3-3		0.6		～		1.05		0.45		0		～		2		no				AK 3-2_0~1.3不要 フヨウ

																						AK 3-1		1.05		～		4		2.95		2		～		4		1

		124																				AK 3-1		4		～		6		2		4		～		6		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　47-50頁



						小計														68																		68				箱
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																														星取表 ホシ トリ ヒョウ

		No.				対象 タイショウ				孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		説明内容 セツメイ ナイヨウ		審査資料　掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ		図No. ズ						選別の考え方 センベツ カンガ カタ		審査資料掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

		1				dF断層系 ダンソウ ケイ		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		P-1		117		～		120		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-13頁，2-77頁 ページ ページ		①				半分 ハンブン		主要な断層ｄF－a~cは残し シュヨウ ダンソウ ノコ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-13，2-77 119.00-120.00m針 ハリ

		5						dF-b断層（71.95m：st/ptf） ダンソウ		RR-107		71		～		74		3		2		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-14頁						半分 ハンブン		ｄｆ－１～５は針貫入実施のもののみ残し ハリ カンニュウ ジッシ ノコ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-14 71-74m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		3						dF-c断層（77.50m：atf・st/atf）		P-2		75		～		79		4		2		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-15頁		②				半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-15 75-79m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		2						df-2断層（67.65m：st/st） ダンソウ		P-1		66		～		69		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-17頁，2-78頁 ページ ページ		⑧				半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-17 66-69m　1箱分記載，2-78 67.00-68.00m針 ハコ フン キサイ ハリ

		7						df-3断層（●●m：dltf） ダンソウ		RR-305		30		～		33		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-18頁，2-80頁 ページ						半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-18 30-33m　1箱分記載，2-80 31.00-32.00m針 ハコ フン キサイ ハリ

		9						dF-a断層 ダンソウ		P-4		25		～		53		28		10		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-26頁 ページ		③				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-26 25-53m　10箱分記載 ハコ フン キサイ

		10						dF-a断層 ダンソウ		R-904		30		～		42		12		4		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-27頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-27 30-42m　4箱分記載 ハコ フン キサイ

		11						デイサイト（da）		A'-7		171		～		174		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁		④				半分 ハンブン		断層の連続性のうち一番上 ダンソウ レンゾクセイ イチバン ウエ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　172-174m　だけ記載														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

		17						デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ		A'-7		291		～		294		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁						半分 ハンブン		断層の連続性のうち一番下		第615回審査会合（H30.8.24)　補足4-2　292-294mだけ記載（160108　本編70　292-300m記載） キサイ														60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		18						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		A'-7		294		～		301		7		4		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ		⑤				半分 ハンブン		4箱全部 ハコ ゼンブ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　294-301m　4箱分記載 ハコ ブン キサイ

		19						大間層（ptf/st/atf：AT-25） オオマ ソウ		D-7		315		～		321		6		2		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ		⑥				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　315-321m　2箱分記載 ハコ ブン キサイ

		20						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		N-1		346		～		360		14		5		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ		⑦				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　346-360m　5箱分記載 ハコ ブン キサイ

		23				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		cf-101		87		～		91		4		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-52頁 ページ		⑨				半分 ハンブン		性状と針貫入の両方の説明に用いているものを代表として選定 セイジョウ ハリ カンニュウ リョウホウ セツメイ モチ ダイヒョウ センテイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　88-91mの2箱分，2-52 89.60-90.00m針 ハコ ブン ハリ														114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

		26						cf-2断層（26.01m：lltf） ダンソウ		cf-201		24		～		27		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-55頁 ページ ページ ページ		⑩				半分 ハンブン		性状と針貫入の両方の説明に用いているものを代表として選定 セイジョウ ハリ カンニュウ リョウホウ セツメイ モチ ダイヒョウ センテイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　24-27mの1箱分，2-55 25.40-26.50m針 ハコ ブン ハリ

		31						cf-3断層（20.15-22.14m：lltf） ダンソウ		CB-12		19		～		23		4		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-59頁 ページ		⑪				半分 ハンブン		一番浅い イチバン アサ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　19-23mの2箱分，2-59 19.50-22.40m針 ハコ ブン ハリ														120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

		32						cf-3断層（83.54m：blv） ダンソウ		SB-008		82		～		85		3		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-60頁		⑫				半分 ハンブン		中間 チュウカン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　82-85mの2箱分，2-60 83.20-83.90m針 ハコ ブン ハリ

		30						cf-3断層（142.53m：lltf） ダンソウ		CB-6		141		～		144		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-57頁 ページ ページ ページ		⑬				半分 ハンブン		いちばん深い フカ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　141-144mの1箱分，2-57 142.10-142.90m針，本編2-16 研磨片（20.60m：lltf） ハコ ブン ハリ ホン ヘン ケンマ カタ

		40				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		IT-60		82.2		～		83		0.8		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-70頁		①				議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-70 82.2-83.0m針 ハリ

		41						sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		IT-50		88.1		～		88.9		0.8		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-73頁 ページ		④				議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-73 88.10-88.90m針 ハリ

		42						sF-1断層（m：tb/lltf） ダンソウ		IT-63-4		14		～		14.5		0.5		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-74頁 ページ		⑤				議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-74 14.00-14.50m針 ハリ

		52						sF-2-2断層（67.85m：blv）		IT-26		66		～		69		3		1		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-71頁，補足説明資料　2-76頁 ホンペン シリョウ ホソク セツメイ シリョウ ページ		⑥				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-71，補足2-76 67.60-68.00m針 ホンペン ホソク ハリ														1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

		53						sF-2-1断層（75.00m：blv）		IT-26		74		～		76		2		1		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-70頁，補足説明資料　2-75頁 ホンペン ホソク セツメイ シリョウ ページ		⑦				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-70　74-76m　1箱分だけ記載，補足2-75 74.80-75.20m針 ホンペン ハコ ブン キサイ ホソク ハリ						②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																12		箱 ハコ

		70				S-10		S-10（43.034m）		N-5		42		～		44		2		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　5-15頁						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-15 42.0-44.0m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		56				S-11		S-11（14.67m）, cf-3断層（36.3m） ダンソウ		cf-303		12		～		15		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑭				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		57						S-11（10.43m）		cf-304		9		～		12		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑮				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		58						S-11（10.12m）		cf-305		9		～		12		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑯				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		64						S-11（17.04m）, cf-3断層（30.3m） ダンソウ		cf-311		15		～		18		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑰				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		65						S-11（14.26m）		cf-312		12		～		15		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑱				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１　1箱分だけ掲載 ホンペン ハコ ブン ケイサイ

		68						S-11（13.80m）		Ts-8-p3		15		～		20		5		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑲				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		98				第四系中の変状 ダイ ヨンケイ チュウ ヘンジョウ		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		Ts-6-25		0		～		2		2		1		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　6-30頁		⑳				議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料6-30

		99						段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		SW-2-1		0		～		11		11		4		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-63頁 ホンペン シリョウ ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-６３ ホンペン

		100				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		SB-005		5		～		6		1		1		生痕化石 セイコン カセキ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　1-18頁，補足説明資料　1-4頁 ホンペン シリョウ ページ ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編1-18，補足説明資料1-4 ホンペン

		101								H11		0		～		6		6		2		洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　1-8頁 ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料1-8



						小計														62		箱



		★対象外としたコア タイショウガイ

		6						df-1断層（30.85m：st/st） ダンソウ		RR-304												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		8						df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ		RR-218		60		～		63		3		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20														24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		12						デイサイト（da）		A'-7		174		～		177		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　174-175m　だけ記載										第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　174-175m　だけ記載														30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

		13						デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ		A'-7		177		～		180		3		1																												39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		14						デイサイト（da）		A'-7		180		～		183		3		1																												45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

		15						デイサイト（da）		A'-7		249		～		252		3		1																												54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		16						デイサイト（da）		A'-7		288		～		291		3		1																												57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		21						dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ		IT-16		48		～		51		3		1																												9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

		22						df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ		S-613		36		～		39		3		1																												21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		24						cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ		cf-102		42		～		45		3		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン														117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

		25						cf-1断層（52.10m：dltf） ダンソウ		cf-105												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン

		27						cf-2断層（39.67m：lltf） ダンソウ		cf-203												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン

		28						cf-1断層 ダンソウ		A-7												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン								第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン

		29						cf-2断層 ダンソウ		B-2												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン								第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン

		33						cf-3断層（34.03m：lltf） ダンソウ		CB-11												性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ

		34						cf-3断層（53.62m：lltf） ダンソウ		SB-025		51		～		57		6		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ														123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

		35						cf-3断層（75.79m：lltf） ダンソウ		SB-032												性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ

		36						cf-3断層（48.95m） ダンソウ		cf-301		47		～		50		3		2																												183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

		37				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		IT-2		39		～		45		6		2		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②47								160108　補足説明資料②47		160108　補足説明資料②47														252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

		38						sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ		IT-18		30		～		39		9		3		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②62								160108　補足説明資料②62		160108　補足説明資料②62														279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

		39						sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ		IT-10		45		～		51		6		2		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②56								160108　補足説明資料②56		160108　補足説明資料②56														300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

		43						sF-1断層（32.3m） ダンソウ		S-613		30		～		36		6		2																												315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

		44						sF-1断層（40.3m） ダンソウ		S-613		36		～		42		6		2																												321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

		45						sF-1断層（84.92m） ダンソウ		S-613		84		～		87		3		1																												330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

		46						sF-1断層（69.52m） ダンソウ		IT-17		68		～		71		3		2																												429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

		47						sF-1断層（81.69m） ダンソウ		IT-17		80		～		83		3		2																								大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

		48						sF-1断層（108.12m） ダンソウ		IT-17		106		～		110		4		2																												1060		～		1065		5		1

		49						sF-1断層（110.53m） ダンソウ		IT-62		108		～		111		3		1		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ														1325		～		1330		5		1

		50						sF-1断層（34.75m） ダンソウ		IT-64		33		～		39		6		2		断層確認 ダンソウ カクニン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ														1410		～		1415		5		1

		51						sF-1断層（80.14m） ダンソウ		IT-65		78		～		81		3		1		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ														1635		～		1640		5		1

		54						ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，		IT-22		30		～		33		3		1

		55						同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ		IT-24		72		～		75		3		1																				コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												74		箱 ハコ

		59						FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ		cf-306		6		～		9		3		1

		60						S-11：5.08m		cf-307		3		～		6		3		1

		61						FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ		cf-308		6		～		9		3		1

		62						S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ		cf-309		3		～		6		3		1

		63						S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ		cf-310		3		～		6		3		1

		66						FT5-3:3.90m，S-11なし		cf-313		3		～		6		3		1

		67						FT5-3：3.82m，S-11なし。		cf-314		3		～		6		3		1

		69						S-11：14.48m 平均1.5cm厚 ヘイキン アツ		T-2												性状 セイジョウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ								今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		71						S-11：51.45m 平均3.5cm厚 ヘイキン アツ		T-2												性状 セイジョウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ								今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		72				その他 ホカ		S-Om		A'-7												連続性（Da中に断層なし） レンゾクセイ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ

		73						S-11より上位 ジョウイ		SB-005												分布（S-11より上位にシームなし） ブンプ ジョウイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ

		74				代表地点 ダイヒョウ チテン		第四系 ダイ ヨン ケイ		N-1		0		～		3		3		1

		75						第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ				3		～		6		3		1

		76						易国間層上部層（lltf,ctf,tb）				9		～		12		3		1

		77						易国間層上部層（tb,lltf）				21		～		24		3		1

		78						易国間層上部層（tb,lltf）				24		～		27		3		1

		79						易国間層上部層（lltf）				27		～		30		3		1

		80						易国間層上部層（lltf）				30		～		33		3		1

		81						S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				39		～		42		3		1

		82						易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン				45		～		48		3		1

		83						易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				54		～		57		3		1

		84						易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				57		～		60		3		1

		85						易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				60		～		63		3		1

		86						易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）				114		～		117		3		1

		87						易国間層下部層L層準（dltf,alt）				117		～		120		3		1

		88						S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）				120		～		123		3		1

		89						易国間層下部層L層準（alt,dltf）				123		～		126		3		1

		90						大間層（st） オオマ ソウ				183		～		186		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編26								160108　本編26		160108　本編26

		91						大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ				252		～		255		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編27								160108　本編27		160108　本編27

		92						大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ				279		～		282		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編24　1m区間のみ記載								160108　本編24　1m区間のみ記載		160108　本編24　1m区間のみ記載

		93						大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ				300		～		303		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編29								160108　本編29		160108　本編29

		94						大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ				315		～		318		3		1		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ								160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		95						大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ				321		～		324		3		1		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ								160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		96						大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ				330		～		333		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編30								160108　本編30		160108　本編30

		97						玄武岩（ba） ゲンブガン				429		～		432		3		1
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																														星取表 ホシ トリ ヒョウ

		No.				対象 タイショウ				孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		説明内容 セツメイ ナイヨウ		審査資料　掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ								選別の考え方 センベツ カンガ カタ		審査資料掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

		1				dF断層系 ダンソウ ケイ		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		P-1		117		～		120		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-13頁，2-77頁 ページ ページ						半分 ハンブン		主要な断層ｄF－a~cは残し シュヨウ ダンソウ ノコ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-13，2-77 119.00-120.00m針 ハリ

		5						dF-b断層（71.95m：st/ptf） ダンソウ		RR-107		71		～		74		3		2		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-14頁						半分 ハンブン		ｄｆ－１～５は針貫入実施のもののみ残し ハリ カンニュウ ジッシ ノコ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-14 71-74m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		3						dF-c断層（77.50m：atf・st/atf）		P-2		75		～		79		4		2		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-15頁						半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-15 75-79m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		2						df-2断層（67.65m：st/st） ダンソウ		P-1		66		～		69		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-17頁，2-78頁 ページ ページ						半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-17 66-69m　1箱分記載，2-78 67.00-68.00m針 ハコ フン キサイ ハリ

		7						df-3断層（●●m：dltf） ダンソウ		RR-305		30		～		33		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-18頁，2-80頁 ページ						半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-18 30-33m　1箱分記載，2-80 31.00-32.00m針 ハコ フン キサイ ハリ

		9						dF-a断層 ダンソウ		P-4		25		～		53		28		10		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-26頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-26 25-53m　10箱分記載 ハコ フン キサイ

		10						dF-a断層 ダンソウ		R-904		30		～		42		12		4		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-27頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-27 30-42m　4箱分記載 ハコ フン キサイ

		11						デイサイト（da）		A'-7		171		～		174		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁						半分 ハンブン		断層の連続性のうち一番上 ダンソウ レンゾクセイ イチバン ウエ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　172-174m　だけ記載														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

		17						デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ		A'-7		291		～		294		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁						半分 ハンブン		断層の連続性のうち一番下		第615回審査会合（H30.8.24)　補足4-2　292-294mだけ記載（160108　本編70　292-300m記載） キサイ														60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		18						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		A'-7		294		～		301		7		4		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ						半分 ハンブン		4箱全部 ハコ ゼンブ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　294-301m　4箱分記載 ハコ ブン キサイ

		19						大間層（ptf/st/atf：AT-25） オオマ ソウ		D-7		315		～		321		6		2		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　315-321m　2箱分記載 ハコ ブン キサイ

		20						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		N-1		346		～		360		14		5		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　346-360m　5箱分記載 ハコ ブン キサイ

		23				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		cf-101		87		～		91		4		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-52頁 ページ						半分 ハンブン		性状と針貫入の両方の説明に用いているものを代表として選定 セイジョウ ハリ カンニュウ リョウホウ セツメイ モチ ダイヒョウ センテイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　88-91mの2箱分，2-52 89.60-90.00m針 ハコ ブン ハリ														114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

		26						cf-2断層（26.01m：lltf） ダンソウ		cf-201		24		～		27		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-55頁 ページ ページ ページ						半分 ハンブン		性状と針貫入の両方の説明に用いているものを代表として選定 セイジョウ ハリ カンニュウ リョウホウ セツメイ モチ ダイヒョウ センテイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　24-27mの1箱分，2-55 25.40-26.50m針 ハコ ブン ハリ

		31						cf-3断層（20.15-22.14m：lltf） ダンソウ		CB-12		19		～		23		4		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-59頁 ページ						半分 ハンブン		一番浅い イチバン アサ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　19-23mの2箱分，2-59 19.50-22.40m針 ハコ ブン ハリ														120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

		32						cf-3断層（83.54m：blv） ダンソウ		SB-008		82		～		85		3		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-60頁						半分 ハンブン		中間 チュウカン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　82-85mの2箱分，2-60 83.20-83.90m針 ハコ ブン ハリ

		30						cf-3断層（142.53m：lltf） ダンソウ		CB-6		141		～		144		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-57頁 ページ ページ ページ						半分 ハンブン		いちばん深い フカ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　141-144mの1箱分，2-57 142.10-142.90m針，本編2-16 研磨片（20.60m：lltf） ハコ ブン ハリ ホン ヘン ケンマ カタ

		40				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		IT-60		82.2		～		83		0.8		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-70頁						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-70 82.2-83.0m針 ハリ

		41						sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		IT-50		88.1		～		88.9		0.8		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-73頁 ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-73 88.10-88.90m針 ハリ

		42						sF-1断層（m：tb/lltf） ダンソウ		IT-63-4		14		～		14.5		0.5		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-74頁 ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-74 14.00-14.50m針 ハリ

		52						sF-2-2断層（67.85m：blv）		IT-26		66		～		69		3		1		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-71頁，補足説明資料　2-76頁 ホンペン シリョウ ホソク セツメイ シリョウ ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-71，補足2-76 67.60-68.00m針 ホンペン ホソク ハリ														1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

		53						sF-2-1断層（75.00m：blv）		IT-26		74		～		76		2		1		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-70頁，補足説明資料　2-75頁 ホンペン ホソク セツメイ シリョウ ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-70　74-76m　1箱分だけ記載，補足2-75 74.80-75.20m針 ホンペン ハコ ブン キサイ ホソク ハリ						②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																12		箱 ハコ

		70				S-10		S-10（43.034m）		N-5		42		～		44		2		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　5-15頁						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-15 42.0-44.0m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		56				S-11		S-11（14.67m）, cf-3断層（36.3m） ダンソウ		cf-303		12		～		15		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		57						S-11（10.43m）		cf-304		9		～		12		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		58						S-11（10.12m）		cf-305		9		～		12		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		64						S-11（17.04m）, cf-3断層（30.3m） ダンソウ		cf-311		15		～		18		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		65						S-11（14.26m）		cf-312		12		～		15		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１　1箱分だけ掲載 ホンペン ハコ ブン ケイサイ

		68						S-11（13.80m）		Ts-8-p3		15		～		20		5		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		98				第四系中の変状 ダイ ヨンケイ チュウ ヘンジョウ		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		Ts-6-25		0		～		2		2		1		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　6-30頁						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料6-30

		99						段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		SW-2-1		0		～		11		11		4		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-63頁 ホンペン シリョウ ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-６３ ホンペン

		100				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		SB-005		5		～		6		1		1		生痕化石 セイコン カセキ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　1-18頁，補足説明資料　1-4頁 ホンペン シリョウ ページ ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編1-18，補足説明資料1-4 ホンペン

		101								H11		0		～		6		6		2		洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　1-8頁 ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料1-8



						小計														62		箱



		★対象外としたコア タイショウガイ

		6						df-1断層（30.85m：st/st） ダンソウ		RR-304												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		8						df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ		RR-218		60		～		63		3		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20														24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		12						デイサイト（da）		A'-7		174		～		177		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　174-175m　だけ記載										第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　174-175m　だけ記載														30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

		13						デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ		A'-7		177		～		180		3		1																												39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		14						デイサイト（da）		A'-7		180		～		183		3		1																												45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

		15						デイサイト（da）		A'-7		249		～		252		3		1																												54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		16						デイサイト（da）		A'-7		288		～		291		3		1																												57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		21						dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ		IT-16		48		～		51		3		1																												9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

		22						df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ		S-613		36		～		39		3		1																												21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		24						cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ		cf-102		42		～		45		3		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン														117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

		25						cf-1断層（52.10m：dltf） ダンソウ		cf-105												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン

		27						cf-2断層（39.67m：lltf） ダンソウ		cf-203												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン

		28						cf-1断層 ダンソウ		A-7												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン								第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン

		29						cf-2断層 ダンソウ		B-2												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン								第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン

		33						cf-3断層（34.03m：lltf） ダンソウ		CB-11												性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ

		34						cf-3断層（53.62m：lltf） ダンソウ		SB-025		51		～		57		6		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ														123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

		35						cf-3断層（75.79m：lltf） ダンソウ		SB-032												性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ

		36						cf-3断層（48.95m） ダンソウ		cf-301		47		～		50		3		2																												183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

		37				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		IT-2		39		～		45		6		2		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②47								160108　補足説明資料②47		160108　補足説明資料②47														252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

		38						sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ		IT-18		30		～		39		9		3		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②62								160108　補足説明資料②62		160108　補足説明資料②62														279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

		39						sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ		IT-10		45		～		51		6		2		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②56								160108　補足説明資料②56		160108　補足説明資料②56														300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

		43						sF-1断層（32.3m） ダンソウ		S-613		30		～		36		6		2																												315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

		44						sF-1断層（40.3m） ダンソウ		S-613		36		～		42		6		2																												321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

		45						sF-1断層（84.92m） ダンソウ		S-613		84		～		87		3		1																												330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

		46						sF-1断層（69.52m） ダンソウ		IT-17		68		～		71		3		2																												429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

		47						sF-1断層（81.69m） ダンソウ		IT-17		80		～		83		3		2																								大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

		48						sF-1断層（108.12m） ダンソウ		IT-17		106		～		110		4		2																												1060		～		1065		5		1

		49						sF-1断層（110.53m） ダンソウ		IT-62		108		～		111		3		1		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ														1325		～		1330		5		1

		50						sF-1断層（34.75m） ダンソウ		IT-64		33		～		39		6		2		断層確認 ダンソウ カクニン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ														1410		～		1415		5		1

		51						sF-1断層（80.14m） ダンソウ		IT-65		78		～		81		3		1		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ														1635		～		1640		5		1

		54						ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，		IT-22		30		～		33		3		1

		55						同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ		IT-24		72		～		75		3		1																				コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												74		箱 ハコ

		59						FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ		cf-306		6		～		9		3		1

		60						S-11：5.08m		cf-307		3		～		6		3		1

		61						FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ		cf-308		6		～		9		3		1

		62						S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ		cf-309		3		～		6		3		1

		63						S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ		cf-310		3		～		6		3		1

		66						FT5-3:3.90m，S-11なし		cf-313		3		～		6		3		1

		67						FT5-3：3.82m，S-11なし。		cf-314		3		～		6		3		1

		69						S-11：14.48m 平均1.5cm厚 ヘイキン アツ		T-2												性状 セイジョウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ								今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		71						S-11：51.45m 平均3.5cm厚 ヘイキン アツ		T-2												性状 セイジョウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ								今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		72				その他 ホカ		S-Om		A'-7												連続性（Da中に断層なし） レンゾクセイ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ

		73						S-11より上位 ジョウイ		SB-005												分布（S-11より上位にシームなし） ブンプ ジョウイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ

		74				代表地点 ダイヒョウ チテン		第四系 ダイ ヨン ケイ		N-1		0		～		3		3		1

		75						第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ				3		～		6		3		1

		76						易国間層上部層（lltf,ctf,tb）				9		～		12		3		1

		77						易国間層上部層（tb,lltf）				21		～		24		3		1

		78						易国間層上部層（tb,lltf）				24		～		27		3		1

		79						易国間層上部層（lltf）				27		～		30		3		1

		80						易国間層上部層（lltf）				30		～		33		3		1

		81						S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				39		～		42		3		1

		82						易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン				45		～		48		3		1

		83						易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				54		～		57		3		1

		84						易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				57		～		60		3		1

		85						易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				60		～		63		3		1

		86						易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）				114		～		117		3		1

		87						易国間層下部層L層準（dltf,alt）				117		～		120		3		1

		88						S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）				120		～		123		3		1

		89						易国間層下部層L層準（alt,dltf）				123		～		126		3		1

		90						大間層（st） オオマ ソウ				183		～		186		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編26								160108　本編26		160108　本編26

		91						大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ				252		～		255		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編27								160108　本編27		160108　本編27

		92						大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ				279		～		282		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編24　1m区間のみ記載								160108　本編24　1m区間のみ記載		160108　本編24　1m区間のみ記載

		93						大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ				300		～		303		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編29								160108　本編29		160108　本編29

		94						大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ				315		～		318		3		1		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ								160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		95						大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ				321		～		324		3		1		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ								160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		96						大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ				330		～		333		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編30								160108　本編30		160108　本編30

		97						玄武岩（ba） ゲンブガン				429		～		432		3		1
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		No.		テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱		対象 タイショウ		説明する内容 セツメイ ナイヨウ		掲載 ケイサイ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

		1		敷地内断層
性状
活動性 シキチ ナイ ダンソウ セイジョウ カツドウセイ		dF断層系 ダンソウ ケイ		敷地北側		P-1		117		～		120		3		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明4-13，2-77 119.00-120.00m針 ホソク セツメイ ハリ

		2																				df-2断層（67.65m：st/st） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明4-17 66-69m　1箱分記載，2-78 67.00-68.00m針 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ ハリ

		3								P-2												dF-c断層（77.50m：atf・st/atf）		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-15 75-79m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		4								P-3		60		～		63		3		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ		性状・変位センス セイジョウ ヘンイ		180824　本編2-84 ホンペン														3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

		5								RR-107												dF-b断層（71.95m：st/ptf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-14 71-74m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		6								RR-304												df-1断層（30.85m：st/st） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-16 29-32m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		7								RR-305												df-3断層（m：dltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明4-18 30-33m　1箱分記載，2-80 31.00-32.00m針 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ ハリ

		8								RR-218		60		～		63		3		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-20 ホソク セツメイ														24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		9								P-4												dF-a断層 ダンソウ		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		180824　補足説明4-26 25-53m　10箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		10								R-904												dF-a断層 ダンソウ		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		180824　補足説明4-27 30-42m　4箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		11						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		3		1		デイサイト（da）		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-2　172-174m　だけ記載 ホソク セツメイ														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

		12										174		～		177		3		1		デイサイト（da）		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-2　174-175m　だけ記載 ホソク セツメイ														30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

		13										177		～		180		3		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ																		39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		14										180		～		183		3		1		デイサイト（da）																		45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

		15										249		～		252		3		1		デイサイト（da）																		54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		16										288		～		291		3		1		デイサイト（da）																		57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		17										291		～		294		3		1		デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足4-2　292-294mだけ記載（160108　本編70　292-300m記載） キサイ														60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		18																				大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-6　294-301m　4箱分記載 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ

		19								D-7												大間層（ptf/st/atf：AT-25） オオマ ソウ		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-6　315-321m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ

		20						炉心 ロシン		N-1												大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-6　346-360m　5箱分記載 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ

		21						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		3		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ																		9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

		22								S-613		36		～		39		3		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ																		21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		23				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		3		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-17,18　88-91mの2箱分，2-52 89.60-90.00m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ														114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

		24								cf-102		42		～		45		3		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-17,18　42-45mの1箱分 ホソク セツメイ ハコ ブン														117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

		25								cf-105												cf-1断層（52.10m：dltf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-17,18　51-54mの1箱分 ホソク セツメイ ハコ ブン

		26								cf-201												cf-2断層（26.01m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-17,18　24-27mの1箱分，2-55 25.40-26.50m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ

		27								cf-203												cf-2断層（39.67m：lltf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-17,18　38-41mの2箱分 ホソク セツメイ ハコ ブン

		28						主建屋法面 シュ タテヤ ノリメン		A-7												cf-1断層 ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン

		29								B-2												cf-2断層 ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン

		30						Tf-4付近 フキン		CB-6												cf-３断層（142.53m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　141-144mの1箱分，2-57 142.10-142.90m針，本編2-16 研磨片（20.60m：lltf） ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ ホン ヘン ケンマ カタ

		31								CB-12		20		～		23		3		2		cf-3断層（20.15-22.14m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　19-23mの2箱分，2-59 19.50-22.40m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ														120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

		32								SB-008												cf-3断層（83.54m：blv） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　82-85mの2箱分，2-60 83.20-83.90m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ

		33								CB-11												cf-３断層（34.03m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ

		34								SB-025		51		～		57		6		2		cf-3断層（53.62m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ														123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

		35								SB-032												cf-3断層（75.79m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ

		36						進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47		～		50		3		2		cf-3断層（48.95m） ダンソウ																		183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

		37				sF断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		45		6		2		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②47 ホソク セツメイ														252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

		38								IT-18		30		～		39		9		3		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②62 ホソク セツメイ														279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

		39						取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		51		6		2		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②56 ホソク セツメイ														300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

		40								IT-60												sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		針貫入 ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-70 82.2-83.0m針 ホソク セツメイ ハリ

		41								IT-50												sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		針貫入 ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-73 88.10-88.90m針 ホソク セツメイ ハリ

		42								IT-63-4												sF-1断層（m：tb/lltf） ダンソウ		針貫入 ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-74 14.00-14.50m針 ホソク セツメイ ハリ

		43						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		30		～		36		6		2		sF-1断層（32.3m） ダンソウ																		315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

		44								S-613		36		～		42		6		2		sF-1断層（40.3m） ダンソウ																		321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

		45								S-613		84		～		87		3		1		sF-1断層（84.92m） ダンソウ																		330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

		46								IT-17		68		～		71		3		2		sF-1断層（69.52m） ダンソウ																		429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

		47								IT-17		80		～		83		3		2		sF-1断層（81.69m） ダンソウ														大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

		48								IT-17		106		～		110		4		2		sF-1断層（108.12m） ダンソウ																		1060		～		1065		5		1

		49						敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-62		108		～		111		3		1		sF-1断層（110.53m） ダンソウ		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		180824　補足説明3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ ハリ														1325		～		1330		5		1

		50								IT-64		33		～		39		6		2		sF-1断層（34.75m） ダンソウ		断層確認 ダンソウ カクニン		180824　補足説明3-3　33-36m　だけ記載 ホソク セツメイ キサイ														1410		～		1415		5		1

		51								IT-65		78		～		81		3		1		sF-1断層（80.14m） ダンソウ		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		180824　補足説明3-31，2-72 80.00-80.30m針 ホソク セツメイ ハリ														1635		～		1640		5		1

		52						取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		66		～		69		3		1		sF-2-2断層（67.85m：blv）		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		180824　本編2-71，補足2-76 67.60-68.00m針 ホンペン ホソク ハリ														1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

		53								IT-26		69		～		81		12		4		sF-2-1断層（75.00m：blv）		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		180824　本編2-70　74-76m　1箱分だけ記載，補足2-75 74.80-75.20m針 ホンペン ハコ ブン キサイ ホソク ハリ						②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																36		箱 ハコ

		54						敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22		30		～		33		3		1		ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，

		55								IT-24		72		～		75		3		1		同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ										コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												99		箱 ハコ

		56		シーム
性状
活動性 セイジョウ カツドウセイ		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303		12		～		15		3		1		S-11, 14.67m, cf-3断層36.3m, Tf-5(a) ダンソウ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		57								cf-304		9		～		12		3		1		S-11:10.43m, Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		58								cf-305		9		～		12		3		1		S-11;10.12m, cf-3断層；不明, Tf-5(a) ダンソウ フメイ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		59								cf-306		6		～		9		3		1		FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ

		60								cf-307		3		～		6		3		1		S-11：5.08m

		61								cf-308		6		～		9		3		1		FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ

		62								cf-309		3		～		6		3		1		S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ

		63								cf-310		3		～		6		3		1		S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ

		64								cf-311		15		～		18		3		1		S-11；17.04m, cf-3断層；30.3m, Tf-5(a) ダンソウ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		65								cf-312		12		～		18		6		2		S-11:14.26m, Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１　1箱分だけ掲載 ホンペン ハコ ブン ケイサイ

		66								cf-313		3		～		6		3		1		FT5-3:3.90m，S-11なし

		67								cf-314		3		～		6		3		1		FT5-3：3.82m，S-11なし。

		68								Ts-8-p3		15		～		20		5		1		φ66mm, S-11；13.80m，Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		69						?		T-2												S-11：14.48m 平均1.5cm厚 ヘイキン アツ		性状 セイジョウ		181009　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		70				S-10		炉心 ロシン		N-5												S-10：43.034m		性状 セイジョウ		180824　補足説明5-15 42.0-44.0m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		71						?		T-2												S-11：51.45m 平均3.5cm厚 ヘイキン アツ		性状 セイジョウ		181009　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		72				その他 ホカ		敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7												S-Om		連続性（Da中に断層なし） レンゾクセイ チュウ ダンソウ		180824　補足説明5-17 207-240m　11箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		73						敷地南側 ミナミガワ		SB-005												S-11より上位 ジョウイ		分布（S-11より上位にシームなし） ブンプ ジョウイ		180824　補足説明5-18 0-50m　17箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		74		敷地内全体
地層・岩種 ゼンタイ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

		75										3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

		76										9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

		77										21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		78										24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		79										27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

		80										30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

		81										39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		82										45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

		83										54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		84										57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		85										60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		86										114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

		87										117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

		88										120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

		89										123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

		90										183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編26

		91										252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編27

		92										279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編24　1m区間のみ記載

		93										300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編29

		94										315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		95										321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		96										330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編30

		97										429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

		98		第四系中の変状		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		Ts-6法面 ノリメン		Ts-6-25		0		～		2		2		1		Ts-6法面 ノリメン		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		181009　補足説明6-30 ホソク セツメイ

		99				段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		法面①②付近 ノリメン フキン		SW-2-1		0		～		11		11		4		法面①②付近 ノリメン フキン		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		181009　本編３-６３ ホンペン

		100		段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		Tf-4付近 フキン		SB-005		5		～		6		1		1		Tf-4付近 フキン		生痕化石 セイコン カセキ		181009　本編1-18，補足説明1-4 ホンペン ホソク セツメイ

		101						国道沿い コクドウ ゾ		H11		0		～		6		6		2		国道沿い コクドウ ゾ		洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		181009　補足説明1-8 ホソク セツメイ





				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア　小計 ショウケイ		小計														63		箱 ハコ





								大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

												1060		～		1065		5		1

												1325		～		1330		5		1

												1410		～		1415		5		1

												1635		～		1640		5		1

												1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト











追記180720

				現地調査提示ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ(案) ゲンチ チョウサ テイジ アン																						18.07.20版，青セルの区間確定 ハン アオ クカン カクテイ

				目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ				区間 クカン				m		箱 ハコ		層準 ソウ ジュン		岩種 ガン シュ		ユニット		その他 タ

		1		岩種・岩相 ガン シュ ガンソウ		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨンケイ

		2		〃				〃		3				6		3		1		第四系/易国間層(上) ダイ ヨンケイ ウエ		lltf(w), lltf

		3		〃				〃		9				12		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		lltf,ctf,tb

		4		〃				〃		21				24		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		tb,lltf

		5		〃				〃		24				27		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		lltf

		6		〃				〃		27				30		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		lltf

		7		〃				〃		30				33		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		lltf

		8		〃				〃		39				42		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ		alt		M4		S-10，39.08m

		9		〃				〃		45				48		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ		blv		M4

		10		〃				〃		54				57		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ		blv		M4

		11		〃				〃		57				60		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ		mlv(I)		M4

		12		〃				〃		60				63		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		13		〃				〃		114				117		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		14		〃				〃		117				120		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		15		〃				〃		120				123		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		16		〃				〃		123				126		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		17		〃				〃		183				186		3		1		大間層 オオマ ソウ		st

		18		〃				〃		252				255		3		1		大間層 オオマ ソウ		ptf		PT-1

		19		〃				〃		279				282		3		1		大間層 オオマ ソウ		atf

		20		〃				〃		300				303		3		1		大間層 オオマ ソウ		ptf

		21		〃				〃		315				318		3		1		大間層 オオマ ソウ		atf

		22		〃				〃		321				324		3		1		大間層 オオマ ソウ		atf/st(H)

		23		〃				〃		330				333		3		1		大間層 オオマ ソウ		artf/ptf

		24		〃				〃		429				432		3		1		玄武岩 ゲンブガン		ba

		25		〃		北側 キタガワ		A'-7		171				174		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		26		〃				〃		174				177		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		27		ﾃﾞｲｻｲﾄ/大間層 オオマ ソウ				〃		177				180		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ/大間層(atf) オオマ ソウ

		28		ﾃﾞｲｻｲﾄ				〃		180				183		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		29		〃				〃		249				252		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		30		〃				〃		288				291		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		31		ﾃﾞｲｻｲﾄ下面 シタ メン				〃		291				294		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ/大間層 オオマ ソウ								31

		32		dF-系断層 ケイ ダンソウ				P-1		117				120		3		1		dF-a断層 ダンソウ

		33		〃				P-3		60				63		3		1		dF-a断層 ダンソウ

		34		〃				IT-16		48				51		3		1		dF-c断層 ダンソウ

		35		〃				S-613		36				39		3		1		df-3断層 ダンソウ

		36		〃				RR-218		60				63		3		1		df-5断層 ダンソウ

		37		cf-系断層 ケイ ダンソウ				cf-101		87				90		3		1		cf-1断層(blv) ダンソウ

		38		〃				cf-102		42				45		3		1		cf-1断層(lltf) ダンソウ

		39		sF-1				IT-2		39				45		6		2								1-1'断面，断層41.72m ダンメン

		40		〃				IT-18		30				39		9		3								1-1'断面，断層35.65m ダンメン

		41		〃				IT-10		45				51		6		2								2-2'断面，断層47.33m ダンメン ダンソウ

		42		〃				S-613		30				36		6		2								3-3'断面，断層32.3m，40.3m，84.92m ダンメン ダンソウ

		43		〃				S-613		36				42		6		2

		44		〃				S-613		84				87		3		1

		45		〃				IT-17		68				71		3		2								3-3'断面，断層69.52m，81.69m，108.12m ダンメン ダンソウ

		46		〃				IT-17		80				83		3		2

		47		〃				IT-17		106				110		4		2

		48		sF-1断層 ダンソウ				IT-62		108				111		3		1		sF-1断層NW方向シフト ダンソウ ホウコウ						sF-1断層：110.53m ダンソウ

		49		〃				IT-64		33				39		6		2		〃						sF-1断層：34.75m ダンソウ								q

		50		〃				IT-65		78				81		3		1		〃						sF-1断層：80.14m ダンソウ

		51		sF-2				IT-26		66				69		3		1								1-1'断面，67.85m ダンメン

		52		sF-2				IT-26		69				81		12		4								1-1'断面，75.0m ダンメン

		53		ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈 ミャク				IT-2																		断層以外での鉱物脈⇒取水庭ﾌﾞﾛｯｸで説明 ダンソウ イガイ コウブツ ミャク シュスイ ニワ セツメイ

		54		〃				IT-8																		同上 ドウジョウ

		55		〃				IT-7																		同上 ドウジョウ

		56		大畑層 オオハタ ソウ				IT-22		30				33		3		1								ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出， ，

		57		〃				IT-24		72				75		3		1								同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ

		58		大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ダイシンド				SD-1		735				740		5		1

		59		〃				〃		1060				1065		5		1

		60		〃				〃		1325				1330		5		1

		61		〃				〃		1410				1415		5		1

		62		〃				〃		1635				1640		5		1

		63		〃				〃		1800				2503		24		8								1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

		64		cf-系断層 ケイ ダンソウ		Tf-4付近 フキン		CB-12		20				23		3		2		cf-3断層 ダンソウ						cf-3断層；20.61m, 21.88m ダンソウ

		65		〃		〃		SB-25		51				57		6		2		cf-3断層 ダンソウ						cf-3断層；53.62m ダンソウ

		66		〃		進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47				50		3		2		cf-3断層 ダンソウ						cf-3断層：48.95m ダンソウ

		67		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウ チ		cf-303		12				15		3		1		cf-3断層/S-11 ダンソウ						S-11, 14.67m, cf-3断層36.3m, Tf-5(a) ダンソウ

		68		〃				cf-304		9				12		3		1		cf-3断層/S-11 ダンソウ						S-11:10.43m, Tf-5(a)

		69		〃				cf-305		9				12		3		1		cf-3断層/S-11 ダンソウ						S-11;10.12m, cf-3断層；不明, Tf-5(a) ダンソウ フメイ

		70		〃				cf-306		6				9		3		1								FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ

		71		〃				cf-307		3				6		3		1		S-11						S-11：5.08m

		72		〃				cf-308		6				9		3		1								FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ

		73		〃				cf-309		3				6		3		1		S-11						S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ

		74		〃				cf-310		3				6		3		1		S-11						S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ

		75		〃				cf-311		15				18		3		1		cf-3断層/S-11 ダンソウ						S-11；17.04m, cf-3断層；30.3m, Tf-5(a) ダンソウ

		76		〃				cf-312		12				18		6		2								S-11:14.26m, Tf-5(a)

		77		〃				cf-313		3				6		3		1								FT5-3:3.90m，S-11なし

		78		〃				cf-314		3				6		3		1								FT5-3：3.82m，S-11なし。

		79		〃				Ts-8-p3		15				20		5		1								φ66mm, S-11；13.80m，Tf-5(a)

																111		100

				*黄色範囲：追加分 キイロ ハンイ ツイカ ブン
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				現地調査時に提示するボーリングコアリスト案 ゲンチ チョウサ ジ テイジ アン																																														rev.2.0

				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア シンサ ロンテン タイオウ セツメイ ジョウ ヒツヨウ カンガ																										②審査論点でなく提示の可能性は低いが，①の次に提示が考えられるコア シンサ ロンテン テイジ カノウセイ ヒク ツギ テイジ カンガ

				テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱		対象 タイショウ		備考 ビコウ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				敷地内断層
性状
活動性 シキチ ナイ ダンソウ セイジョウ カツドウセイ		dF断層系 ダンソウ ケイ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		3		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ								敷地内全体
地層・岩種 ゼンタイ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		3		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ																3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		3		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ																9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

										S-613		36		～		39		3		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ																21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		3		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ																24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		3		1		デイサイト（da）		ｄF断層系に係るコメント回答 ダンソウ ケイ カカワ カイトウ														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

												174		～		177		3		1		デイサイト（da）																30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

												177		～		180		3		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ																39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												180		～		183		3		1		デイサイト（da）																45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

												249		～		252		3		1		デイサイト（da）																54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												288		～		291		3		1		デイサイト（da）																57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												291		～		294		3		1		デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ																60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

						ｃf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		3		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ																114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										cf-102		42		～		45		3		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ																117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

								Tf-4付近 フキン		CB-12		20		～		23		3		2		cf-3断層（20.61m, 21.88m） ダンソウ																120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

										SB-25		51		～		57		6		2		cf-3断層（53.62m） ダンソウ																123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

								進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47		～		50		3		2		cf-3断層（48.95m） ダンソウ																183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

						sF断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		45		6		2		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ																252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										IT-18		30		～		39		9		3		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ																279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

								取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		51		6		2		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ																300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		30		～		36		6		2		sF-1断層（32.3m） ダンソウ																315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										S-613		36		～		42		6		2		sF-1断層（40.3m） ダンソウ																321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

										S-613		84		～		87		3		1		sF-1断層（84.92m） ダンソウ																330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										IT-17		68		～		71		3		2		sF-1断層（69.52m） ダンソウ																429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

										IT-17		80		～		83		3		2		sF-1断層（81.69m） ダンソウ												大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

										IT-17		106		～		110		4		2		sF-1断層（108.12m） ダンソウ																1060		～		1065		5		1

								敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-62		108		～		111		3		1		sF-1断層（110.53m） ダンソウ																1325		～		1330		5		1

										IT-64		33		～		39		6		2		sF-1断層（34.75m） ダンソウ																1410		～		1415		5		1

										IT-65		78		～		81		3		1		sF-1断層（80.14m） ダンソウ																1635		～		1640		5		1

								取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		66		～		69		3		1		sF-2-2断層（67.85m：blv）																1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

										IT-26		69		～		81		12		4		sF-2-1断層（75.00m：blv）								②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																37		箱 ハコ

								敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22		30		～		33		3		1		ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，

										IT-24		72		～		75		3		1		同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ								コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												100		箱 ハコ

				シーム
性状
活動性		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303		12		～		15		3		1		S-11, 14.67m, cf-3断層36.3m, Tf-5(a) ダンソウ

										cf-304		9		～		12		3		1		S-11:10.43m, Tf-5(a)

										cf-305		9		～		12		3		1		S-11;10.12m, cf-3断層；不明, Tf-5(a) ダンソウ フメイ

										cf-306		6		～		9		3		1		FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ

										cf-307		3		～		6		3		1		S-11：5.08m

										cf-308		6		～		9		3		1		FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ

										cf-309		3		～		6		3		1		S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ

										cf-310		3		～		6		3		1		S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ

										cf-311		15		～		18		3		1		S-11；17.04m, cf-3断層；30.3m, Tf-5(a) ダンソウ

										cf-312		12		～		18		6		2		S-11:14.26m, Tf-5(a)

										cf-313		3		～		6		3		1		FT5-3:3.90m，S-11なし

										cf-314		3		～		6		3		1		FT5-3：3.82m，S-11なし。

										Ts-8-p3		15		～		20		5		1		φ66mm, S-11；13.80m，Tf-5(a)

				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア　小計 ショウケイ		小計														63		箱 ハコ
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				テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱		対象 タイショウ		説明する内容 セツメイ ナイヨウ		掲載 ケイサイ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				敷地内断層
性状
活動性 シキチ ナイ ダンソウ セイジョウ カツドウセイ		dF断層系 ダンソウ ケイ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		3		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-13 ホソク セツメイ						敷地内全体
地層・岩種 ゼンタイ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		3		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ		性状・変位センス セイジョウ ヘンイ		180824　本編2-84 ホンペン														3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		3		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ																		9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

										S-613		36		～		39		3		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ																		21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		3		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-20 ホソク セツメイ														24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		3		1		デイサイト（da）		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-2　172-174m　だけ記載 ホソク セツメイ														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

												174		～		177		3		1		デイサイト（da）		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-2　174-175m　だけ記載 ホソク セツメイ														30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

												177		～		180		3		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ																		39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												180		～		183		3		1		デイサイト（da）																		45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

												249		～		252		3		1		デイサイト（da）																		54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												288		～		291		3		1		デイサイト（da）																		57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												291		～		294		3		1		デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		160108　本編70　292-300m記載 キサイ														60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

						ｃf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		3		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-18　88-91mの2箱分 ホソク セツメイ ハコ ブン														114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										cf-102		42		～		45		3		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-18 ホソク セツメイ														117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

								Tf-4付近 フキン		CB-12		20		～		23		3		2		cf-3断層（20.61m, 21.88m） ダンソウ																		120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

										SB-25		51		～		57		6		2		cf-3断層（53.62m） ダンソウ																		123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

								進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47		～		50		3		2		cf-3断層（48.95m） ダンソウ																		183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

						sF断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		45		6		2		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②47 ホソク セツメイ														252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										IT-18		30		～		39		9		3		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②62 ホソク セツメイ														279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

								取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		51		6		2		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②56 ホソク セツメイ														300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		30		～		36		6		2		sF-1断層（32.3m） ダンソウ																		315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										S-613		36		～		42		6		2		sF-1断層（40.3m） ダンソウ																		321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

										S-613		84		～		87		3		1		sF-1断層（84.92m） ダンソウ																		330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										IT-17		68		～		71		3		2		sF-1断層（69.52m） ダンソウ																		429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

										IT-17		80		～		83		3		2		sF-1断層（81.69m） ダンソウ														大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

										IT-17		106		～		110		4		2		sF-1断層（108.12m） ダンソウ																		1060		～		1065		5		1

								敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-62		108		～		111		3		1		sF-1断層（110.53m） ダンソウ		最新面認定 サイシン メン ニンテイ		180824　補足説明3-35　109-112m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ														1325		～		1330		5		1

										IT-64		33		～		39		6		2		sF-1断層（34.75m） ダンソウ		断層確認 ダンソウ カクニン		180824　補足説明3-3　33-36m　だけ記載 ホソク セツメイ キサイ														1410		～		1415		5		1

										IT-65		78		～		81		3		1		sF-1断層（80.14m） ダンソウ		最新面認定 サイシン メン ニンテイ		180824　補足説明3-31 ホソク セツメイ														1635		～		1640		5		1

								取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		66		～		69		3		1		sF-2-2断層（67.85m：blv）		性状・変位センス セイジョウ ヘンイ		180824　本編2-71　 ホンペン														1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

										IT-26		69		～		81		12		4		sF-2-1断層（75.00m：blv）		性状・変位センス セイジョウ ヘンイ		180824　本編2-70　75-76m　1箱分だけ記載 ホンペン ハコ ブン キサイ						②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																37		箱 ハコ

								敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22		30		～		33		3		1		ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，

										IT-24		72		～		75		3		1		同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ										コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												100		箱 ハコ

				シーム
性状
活動性		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303		12		～		15		3		1		S-11, 14.67m, cf-3断層36.3m, Tf-5(a) ダンソウ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

										cf-304		9		～		12		3		1		S-11:10.43m, Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

										cf-305		9		～		12		3		1		S-11;10.12m, cf-3断層；不明, Tf-5(a) ダンソウ フメイ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

										cf-306		6		～		9		3		1		FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ

										cf-307		3		～		6		3		1		S-11：5.08m

										cf-308		6		～		9		3		1		FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ

										cf-309		3		～		6		3		1		S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ

										cf-310		3		～		6		3		1		S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ

										cf-311		15		～		18		3		1		S-11；17.04m, cf-3断層；30.3m, Tf-5(a) ダンソウ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

										cf-312		12		～		18		6		2		S-11:14.26m, Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１　1箱分だけ掲載 ホンペン ハコ ブン ケイサイ

										cf-313		3		～		6		3		1		FT5-3:3.90m，S-11なし

										cf-314		3		～		6		3		1		FT5-3：3.82m，S-11なし。

										Ts-8-p3		15		～		20		5		1		φ66mm, S-11；13.80m，Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

				敷地内全体
地層・岩種 ゼンタイ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

												3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

												9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

												21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

												24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

												27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

												30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

												39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

												54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

												117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

												120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

												123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

												183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編26

												252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編27

												279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編24　1m区間のみ記載

												300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編29

												315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

												321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

												330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編30

												429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

				第四系中の変状		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		Ts-6法面 ノリメン		Ts-6-25		0		～		2		2		1		Ts-6法面 ノリメン		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		181009　補足説明6-29 ホソク セツメイ

						段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		法面①②付近 ノリメン フキン		SW-2-1		0		～		11		11		4		法面①②付近 ノリメン フキン		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		181009　本編３-６３ ホンペン

				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		Tf-4付近 フキン		SB-005		5		～		6		1		1		Tf-4付近 フキン		生痕化石 セイコン カセキ		181009　本編1-18，補足説明1-4 ホンペン ホソク セツメイ

								国道沿い コクドウ ゾ		H11		0		～		6		6		2		国道沿い コクドウ ゾ		洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		181009　補足説明1-8 ホソク セツメイ





				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア　小計 ショウケイ		小計														63		箱 ハコ





								大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

												1060		～		1065		5		1

												1325		～		1330		5		1

												1410		～		1415		5		1

												1635		～		1640		5		1

												1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト











NRA説明用

				項　目 コウ メ				確認事項 カクニン ジコウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱		備考 ビコウ

				dF断層系 ダンソウ ケイ		dF-a断層 ダンソウ		分布・性状 ブンプ セイジョウ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		3		13

								性状・変位センス セイジョウ ヘンイ				P-3		60		～		63		3		1

						dF-c断層 ダンソウ				取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		3

						df-3断層 ダンソウ						S-613		36		～		39		3

						df-5断層 ダンソウ				敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		3

						デイサイト，大間層 オオマ ソウ		活動性評価		敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		3

				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		cf-1断層 ダンソウ		分布・性状		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		3		8

												cf-102		42		～		45		3		1

						cf-3断層 ダンソウ		分布・性状		Tf-4付近 フキン		CB-12		20		～		23		3

												SB-25		51		～		57		6

										進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47		～		50		3

				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層 ダンソウ		分布・性状		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		45		6		29

												IT-18		30		～		39		9

										取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		51		6

										取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		30		～		36		6

												IT-17		68		～		71		3

										敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-62		108		～		111		3

												IT-64		33		～		39		6

												IT-65		78		～		81		3

								活動性評価〔参考〕		敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22		30		～		33		3

												IT-24		72		～		75		3

						sF-2-2断層		分布・性状		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		66		～		69		3

						sF-2-1断層						IT-26		69		～		81		12

				S-11		S-11（FT5-3), cf-3断層 ダンソウ		分布・性状		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303		12		～		15		3		14

												cf-304		9		～		12		3

												cf-305		9		～		12		3

												cf-306		6		～		9		3

												cf-307		3		～		6		3

												cf-308		6		～		9		3

												cf-309		3		～		6		3

												cf-310		3		～		6		3

												cf-311		15		～		18		3

												cf-312		12		～		18		6

												cf-313		3		～		6		3

												cf-314		3		～		6		3

												Ts-8-p3		15		～		20		5

				敷地内全体 ゼンタイ		地層・岩種 チソウ ガン シュ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		24

				第四系中の変状		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		Ts-6法面 ノリメン		Ts-6-25										1				181009　補足説明　6-29 ホソク セツメイ

						段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		法面①②付近 ノリメン フキン		SW-2-1										4

				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		生痕化石 セイコン カセキ		Tf-4付近 フキン		SB-005										1				181009　本編1-18　補足説明1-4 ホンペン ホソク セツメイ

								洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		国道沿い コクドウ ゾ		H11										2				181009　補足説明　1-8 ホソク セツメイ





Sheet1 (3)

				現地調査時に提示するボーリングコアリスト案 ゲンチ チョウサ ジ テイジ アン																41957

				目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ						目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				地層・岩種 説明 チソウ イワ シュ セツメイ		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ								デイサイト断層 ダンソウ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ

										3		～		6		1		第四系
易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ												P-3		60		～		63		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ

										9		～		12		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）										取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ

										21		～		24		1		易国間層上部層（tb,lltf）												S-613		36		～		39		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ

										24		～		27		1		易国間層上部層（tb,lltf）										敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ

										27		～		30		1		易国間層上部層（lltf）								固結断層 モトヨリ ケッ ダンソウ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ

										30		～		33		1		易国間層上部層（lltf）												cf-102		42		～		45		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ

										39		～		42		1		S-10シーム(39.08m)
易国間層下部層M4層準（dltf,alt(ftf,ctf,dltf)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン								南北性の横ずれ断層 ナンボク セイ ヨコ ダンソウ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		42		1		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		断層部樹脂研磨済 ダンソウ ブ ジュシ ケンマ スミ

										45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン												IT-18		33		～		36		1		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ

										54		～		57		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン										取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		48		1		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ

										57		～		60		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン										取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		39		～		42		1		sF-1断層（40.20m：blv） ダンソウ

										60		～		63		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン												IT-17		81		～		84		1		sF-1断層（81.70m：st） ダンソウ

										114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）										取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		74		～		77		1		sF-2-1断層（75.00m：blv） ダンソウ		コア1m分詰替え要 ブン ツメカ ヨウ

										117				120		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）												IT-26		66		～		69		1		sF-2-2断層（67.90m：blv） ダンソウ

										120				123		1		S-1シーム(120.73m)
易国間層下部層L層準（alt）												IT-2		60		～		63		1		ｄｌｔf中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（62.5m付近） チュウ ミャク フキン

										123				126		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）										取水口（2,3断面間） シュスイコウ ダンメン アイダ		IT-8		36		～		39		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（38.77m付近） チュウ ミャク フキン

										183		～		186		1		大間層（st） オオマ ソウ										取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-7		27		～		30		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（28.7～29m） チュウ ミャク

										252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ										敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22								1		大畑層（変質部） オオハタ ソウ ヘンシツ ブ

										279		～		282		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ												IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

										300		～		303		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ												IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

										315		～		318		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ																				3		大畑層（sF-1通過部等） オオハタ ソウ ツウカ ブ トウ

										321		～		324		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ								固結断層，sF-1断層 モトヨリ ケッ ダンソウ ダンソウ												2		研磨後のコア，ブロック試料（2箱分ｽﾍﾟｰｽ） ケンマ ゴ シリョウ ハコ ブン		適宜選定要 テキギ センテイ ヨウ

										330		～		333		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ								シーム												1		S-11シーム（シーム化） カ

										429		～		432		1		玄武岩（ba） ゲンブガン																				1		S-11シーム（シーム無し） ナ

						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		1		デイサイト（da）								深部ボーリング シンブ		敷地南側 シキチ ミナミガワ		SD-1		735		～		740		1		玄武岩（ba）角礫状 ゲンブガン カクレキ ジョウ

										174				177		1		デイサイト（da）														1060		～		1065		1		玄武岩（ba）塊状 ゲンブガン カイジョウ

										177				180		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ														1325		～		1330		1		凝灰質砂岩（桧川層・金八沢層相当） ギョウカイシツ サガン ヒノキ ガワ ソウ キンパチ ザワ ソウ ソウトウ

										180				183		1		デイサイト（da）														1410		～		1415		1		ドレライト

										249		～		252		1		デイサイト（da）														1635		～		1640		1		デイサイト

										288		～		291		1		デイサイト（da）														1700		～				8		スポットコア（岩種各種） ガンシュ カクシュ

										291		～		294		1		デイサイト（da）
大間層（ptf：PT-3，atf：AT-24.5，st(H)） オオマ ソウ								小計 ショウケイ												40

				小計 ショウケイ												31										コア箱合計 ハコ ゴウケイ												71









































































Sheet1 (2)

				H27 現地調査時に提示するボーリングコアリスト案 ゲンチ チョウサ ジ テイジ アン																41957

				目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				地層・岩種 説明 チソウ イワ シュ セツメイ		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										3		～		6		1		第四系
易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

										9		～		12		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

										21		～		24		1		易国間層上部層（tb,lltf）

										24		～		27		1		易国間層上部層（tb,lltf）

										27		～		30		1		易国間層上部層（lltf）

										30		～		33		1		易国間層上部層（lltf）

										39		～		42		1		S-10シーム(39.08m)
易国間層下部層M4層準（dltf,alt(ftf,ctf,dltf)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

										54		～		57		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										57		～		60		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										60		～		63		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										117				120		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

										120				123		1		S-1シーム(120.73m)
易国間層下部層L層準（alt）

										123				126		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

										183		～		186		1		大間層（st） オオマ ソウ

										252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										279		～		282		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

										300		～		303		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

										315		～		318		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										321		～		324		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

										330		～		333		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										429		～		432		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		1		デイサイト（da）

										174				177		1		デイサイト（da）

										177				180		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ

										180				183		1		デイサイト（da）

										249		～		252		1		デイサイト（da）

										288		～		291		1		デイサイト（da）

										291		～		294		1		デイサイト（da）
大間層（ptf：PT-3，atf：AT-24.5，st(H)） オオマ ソウ

				df断層系 ダンソウ ケイ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ

								P-3		60		～		63		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ

								S-613		36		～		39		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ

						敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ

				cf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ

								cf-102		42		～		45		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ

				sf断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		42		1		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		断層部樹脂研磨済 ダンソウ ブ ジュシ ケンマ スミ

								IT-18		33		～		36		1		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ

						取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		48		1		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		39		～		42		1		sF-1断層（40.20m：blv） ダンソウ

								IT-17		81		～		84		1		sF-1断層（81.70m：st） ダンソウ

						取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		74		～		77		1		sF-2-1断層（75.00m：blv） ダンソウ		コア1m分詰替え要 ブン ツメカ ヨウ

								IT-26		66		～		69		1		sF-2-2断層（67.90m：blv） ダンソウ

								IT-2		60		～		63		1		ｄｌｔf中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（62.5m付近） チュウ ミャク フキン

						取水口（2,3断面間） シュスイコウ ダンメン アイダ		IT-8		36		～		39		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（38.77m付近） チュウ ミャク フキン

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-7		27		～		30		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（28.7～29m） チュウ ミャク

						敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22								1		大畑層（変質部） オオハタ ソウ ヘンシツ ブ

								IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

								IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

																3		大畑層（sF-1通過部等） オオハタ ソウ ツウカ ブ トウ

				cf断層，sF-1断層 ダンソウ ダンソウ												2		研磨後のコア，ブロック試料（2箱分ｽﾍﾟｰｽ） ケンマ ゴ シリョウ ハコ ブン		適宜選定要 テキギ センテイ ヨウ

				シーム												1		S-11シーム（シーム化） カ

																1		S-11シーム（シーム無し） ナ

				深部ボーリング シンブ		敷地南側 シキチ ミナミガワ		SD-1		735		～		740		1		玄武岩（ba）角礫状 ゲンブガン カクレキ ジョウ

										1060		～		1065		1		玄武岩（ba）塊状 ゲンブガン カイジョウ

										1325		～		1330		1		凝灰質砂岩（桧川層・金八沢層相当） ギョウカイシツ サガン ヒノキ ガワ ソウ キンパチ ザワ ソウ ソウトウ

										1410		～		1415		1		ドレライト

										1635		～		1640		1		デイサイト

										1700		～				8		スポットコア（岩種各種） ガンシュ カクシュ

				小計 ショウケイ												40

				コア箱合計 ハコ ゴウケイ												ERROR:#REF!





Sheet1

				H27 現地調査時に提示するボーリングコアリスト案 ゲンチ チョウサ ジ テイジ アン																41957

				目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				地層・岩種 説明 チソウ イワ シュ セツメイ		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										3		～		6		1		第四系
易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

										9		～		12		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

										21		～		24		1		易国間層上部層（tb,lltf）

										24		～		27		1		易国間層上部層（tb,lltf）

										27		～		30		1		易国間層上部層（lltf）

										30		～		33		1		易国間層上部層（lltf）

										39		～		42		1		S-10シーム(39.08m)
易国間層下部層M4層準（dltf,alt(ftf,ctf,dltf)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

										54		～		57		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										57		～		60		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										60		～		63		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										117				120		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

										120				123		1		S-1シーム(120.73m)
易国間層下部層L層準（alt）

										123				126		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

										183		～		186		1		大間層（st） オオマ ソウ

										252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										279		～		282		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

										300		～		303		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

										315		～		318		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										321		～		324		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

										330		～		333		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										429		～		432		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		1		デイサイト（da）

										174				177		1		デイサイト（da）

										177				180		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ

										180				183		1		デイサイト（da）

										249		～		252		1		デイサイト（da）

										288		～		291		1		デイサイト（da）

										291		～		294		1		デイサイト（da）
大間層（ptf：PT-3，atf：AT-24.5，st(H)） オオマ ソウ

				小計 ショウケイ												31

				デイサイト断層 ダンソウ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ

								P-3		60		～		63		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ

								S-613		36		～		39		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ

						敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ

				固結断層 モトヨリ ケッ ダンソウ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ

								cf-102		42		～		45		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ

				南北性の横ずれ断層 ナンボク セイ ヨコ ダンソウ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		42		1		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		断層部樹脂研磨済 ダンソウ ブ ジュシ ケンマ スミ

								IT-18		33		～		36		1		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ

						取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		48		1		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		39		～		42		1		sF-1断層（40.20m：blv） ダンソウ

								IT-17		81		～		84		1		sF-1断層（81.70m：st） ダンソウ

						取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		74		～		77		1		sF-2-1断層（75.00m：blv） ダンソウ		コア1m分詰替え要 ブン ツメカ ヨウ

								IT-26		66		～		69		1		sF-2-2断層（67.90m：blv） ダンソウ

								IT-2		60		～		63		1		ｄｌｔf中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（62.5m付近） チュウ ミャク フキン

						取水口（2,3断面間） シュスイコウ ダンメン アイダ		IT-8		36		～		39		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（38.77m付近） チュウ ミャク フキン

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-7		27		～		30		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（28.7～29m） チュウ ミャク

						敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22								1		大畑層（変質部） オオハタ ソウ ヘンシツ ブ

								IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

								IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

																3		大畑層（sF-1通過部等） オオハタ ソウ ツウカ ブ トウ

				固結断層，sF-1断層 モトヨリ ケッ ダンソウ ダンソウ												2		研磨後のコア，ブロック試料（2箱分ｽﾍﾟｰｽ） ケンマ ゴ シリョウ ハコ ブン		適宜選定要 テキギ センテイ ヨウ

				シーム												1		S-11シーム（シーム化） カ

																1		S-11シーム（シーム無し） ナ

				深部ボーリング シンブ		敷地南側 シキチ ミナミガワ		SD-1		735		～		740		1		玄武岩（ba）角礫状 ゲンブガン カクレキ ジョウ

										1060		～		1065		1		玄武岩（ba）塊状 ゲンブガン カイジョウ

										1325		～		1330		1		凝灰質砂岩（桧川層・金八沢層相当） ギョウカイシツ サガン ヒノキ ガワ ソウ キンパチ ザワ ソウ ソウトウ

										1410		～		1415		1		ドレライト

										1635		～		1640		1		デイサイト

										1700		～				8		スポットコア（岩種各種） ガンシュ カクシュ

				小計 ショウケイ												40

				コア箱合計 ハコ ゴウケイ												71
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統合ボーリングコア選定区間

重複区間

盛土 盛土 凝灰岩

OM５-１孔

１ｍ ２ｍ０ｍ 0.55m

OM５-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土 盛土

OM５-３孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土 盛土 凝灰岩腐植土層

１.23m １.33m

有機質粘土層

OM５-４孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土

• 選定区間①の深度1.33ｍ～2.00ｍについては，唯一，細粒層（腐植土層）を挟在するOM５-３孔を選定した。
• 選定区間②の深度0.55m～1.23mについては，いずれも盛土のため，選定区間①と同じOM５-３孔を優先して
選定した。

• 深度0.00ｍ～0.55ｍについては，欠損区間がなく，ほとんど重複区間がないため，OM５-１孔を選定した。
• 深度1.23ｍ～1.33ｍについては，欠損区間がなく，重複区間がないため，OM５-４孔を選定した。

２－１．OM５地点（４／１０）： OM５-１～OM５-４孔のボーリングコア対比写真（１／２）： 深度０ｍ～２ｍ

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（５／１１） コメントNo.S5-39

選定区間② 選定区間①
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凝灰岩

OM５-１孔

３ｍ２m

OM５-２孔

３ｍ２m

OM５-３孔

３ｍ２ｍ

OM５-４孔

３m２ｍ

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

２－１．OM５地点（５／１０）： OM５-１～OM５-４孔のボーリングコア対比写真（２／２）： 深度２ｍ～３ｍ

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（６／１１） コメントNo.S5-39

• 深度2.00ｍ～3.00ｍについては，欠損区間がなく，重複区間がないため，OM５-１孔
を選定した。
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統合ボーリングコア選定区間

重複区間

OM５-３孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土 盛土 凝灰岩腐植土層

１.23m １.33m

有機質粘土層

OM５-４孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土

• 指摘を受けたOM５-３孔の「砂状の堆積物」（深度1.33ｍ～1.61ｍ）は，細～中粒の角～円
礫を含み，マトリックスはシルト質細粒砂からなる砂礫である。

• この 「砂状の堆積物」 は，（ⅰ）下端境界が明確であり，（ⅱ）淘汰が悪く，（ⅲ）層理構造が
認められず，（ⅳ）同様な層相を示す上位区間にはアスファルト片が混入することから，イベ
ント堆積物でなく，盛土と判断される。

• なお，OM５-３孔から0.5ｍ～１ｍ程度位置をずらして掘削したOM５-４孔では，「砂状の堆積
物」より深い深度1.83ｍまで同様な層相を示す盛土であり，アスファルト片が混入する。

指摘を受けた砂状の堆積物

２－１．OM５地点（６／１０）： OM５-３孔及びOM５-４孔のボーリングコア対比写真

１.61m

１.83m

【現地調査での指摘について】

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（７／１１） コメントNo.S5-39

選定区間② 選定区間①

アスファルト片

アスファルト片

OM５-１孔
との重複区間



0m

1m

2m
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統合ボーリングコア選定区間

２－１．OM５地点（７／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM５-１孔） 柱状図

• OM５-１孔では，盛土及び基盤の凝灰岩層が確認され，細粒層は
認められない。

(孔口標高：EL.＋3.51m）
ボーリングコア写真

1m0m

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（８／１１） コメントNo.S5-39
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0m

1m

2m

２－１．OM５地点（８／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM５-２孔） 柱状図

• OM５-２孔※１では，盛土が確認され，細粒層は認められない。

(孔口標高：EL.＋3.51m）
ボーリングコア写真

1m0m

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（９／１１） コメントNo.S5-39

※１ OM５-２孔は，OM５-１孔のコア欠損区間（深度0.55ｍ～1.74ｍ）のコアを採取するため掘削した。



0m

1m

2m
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統合ボーリングコア選定区間

柱状図２－１．OM５地点（９／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM５-３孔）

• OM５-３孔※１では，深度1.61ｍ～1.84ｍに細粒層（腐植土層）の一
部を確認しているが，イベント堆積物は認められない。

(孔口標高：EL.＋3.51m）
ボーリングコア写真

1m0m

指摘を受けた砂状の堆積物

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（１０／１１） コメントNo.S5-39

※１ OM５-３孔は，OM５-１孔及びOM５-２孔のコア欠損区間（深度1.20ｍ～1.74ｍ）のコアを採取する
ため掘削した。

アスファルト片
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1m

2m
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統合ボーリングコア選定区間

２－１．OM５地点（１０／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM５-４孔） 柱状図

• OM５-４孔※１では，盛土が確認され，細粒層は認められない。

(孔口標高：EL.＋3.51m）ボーリングコア写真
1m0m

（補足）２．リカバリー孔について 大間平地点（１１／１１） コメントNo.S5-39

※１ OM５-４孔は，OM５-１孔～OM５-３孔のコア欠損区間（深度1.23ｍ～1.33ｍ）のコアを採取するた
め掘削した。

アスファルト片



（余白）
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奥戸地点の調査位置図※２
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※２ 調査地点名のOK5，OK7，OK11及びOK12は欠番である。

• ボーリング調査において，ボーリングコアに欠損区間等が生じた場合，リカバリー孔を掘削しリカバリー孔の観察結果を含めて，統
合柱状図を作成した。

• 奥戸地点では，下図に赤字で示す６地点でリカバリー孔を掘削した。
• ここでは，当該６地点のうち連続性のあるイベント堆積物を確認した１地点（OK１地点）を対象にリカバリー孔に係る検討・評価につ
いて示す※１。

現地調査〔奥戸地点〕： ボーリング調査位置

※１ 連続性のあるイベント堆積物が確認されなかったその他のOK４地点，OK６地点，OK８地点，OK15地点及びOK18地点については，机上配布資料を参照。

ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（１／１１） コメントNo.S5-39



ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

奥戸地点の調査位置図
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３－１．OK１地点（１／１０）： ボーリング調査位置

OK１

• OK１地点ではボーリング孔を４
孔掘削した。

• OK１地点の統合柱状図，統合
ボーリングコア写真，ボーリング
コアリスト及び重複区間の選定フ
ロー，並びに，元となった各ボー
リング孔の柱状図，ボーリングコ
ア写真等のデータをP.69～P.77
に示す。

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（２／１１） コメントNo.S5-39



連続性の
ある

イベント
堆積物

層厚(cm) 層相

Eok① 11 砂～礫層

BC4520
～4370

BC1530
～1425
BC3310
～2920

BC5470
～5300

BC5540
～5470

Eok①

• 主に，腐植土層，有機質シルト層及び砂礫層からなり，深度2.4ｍ付近の
細粒層（腐植土層）中に1層準のイベント堆積物（Eok①層）が認められる。

• イベント堆積物Eok①層は，細粒層（腐植土層）に挟在する砂～礫層であ
る。下面境界は明瞭であり，級化構造や腐植質シルトの偽礫が認められ
る。現世の海水～汽水生種の珪藻化石を含まない。

• ボーリング孔の堀止めは，おおむね現海水準と同じ海水準であった時代
の堆積物が分布すると想定される深度６mとした。

14C
年
代

珪
藻
化
石

(孔口標高：EL.＋5.54m）

0m

1m

2m

5m

4m

3m

Eok①

2m

Eok①

統合ボーリングコア写真

統合X線CTスキャン画像
（連続性のあるイベント堆積物を含む区間）
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[0/122]

[1/115]

[0/220]

[8/158]
[8/130]
[0/125]

[33/206]

[27/60]

[0/119]

※
３－１．OK１地点（２／１０）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真

統合柱状図
コメントNo.S5-39

第467回審査会合

机上配布資料3 P.15一部修正

1m0m

1m0m

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（３／１１）



70

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

重複区間の選定フロー

終了コアの重複区間の抽出

統合柱状図及び統合ボーリングコア写真

イベント堆積物を
挟在するコアが

複数あるか

あり

なし

イベント堆積物の特徴※３が
明瞭なコアを選定

なし

① OK１-１孔

• OK１地点の元となったボーリングコアの選定区間を示すととも
に，コアの重複区間での選定方法を示す。

• 選定区間①の深度2.11m～4.00mについては，唯一，イベント堆積
物Eok①層を挟在するOK１-１孔を選定した。

• 選定区間②の深度0.00m～2.11mについては，他孔と同様の層相
であることから，欠損なくコアが採取されているOK１－３孔を選定
した。

• 選定区間③の深度4.00m～5.00mについては，唯一，コアが採取
されているOK１-４孔を選定した。

• 選定区間④の深度5.00m～6.00mについては，他孔と同様の層相
であることから， 一部で細粒層（有機質シルト層）のコアの連続性
が良いOK１-２孔を選定した。

あり

② OK１-3孔

③ OK１-4孔

④ OK１-2孔

３－１．OK１地点（３／１０）： ボーリングコアリスト及び重複区間の選定フロー

イベント堆積物

（連続性の良いコアを優先的に抽出※２）

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（４／１１） コメントNo.S5-39

※１ OK１地点の４孔の掘削は，おおむね半径１ｍ以内で実施した。
※２ イベント堆積物の有無を判断し得る細粒層が含まれることを考慮。
※３ 静穏な環境で堆積した腐植土層やシルト層等の細粒層中の砂層や礫層等の境界が明瞭であること。

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか

0    1      2      3      4     5     6

OK１ 0 ～ 6 OK１-１ P.73を参照。

OK１-２ P.74を参照。

OK１-３ P.75を参照。

OK１-４ P.76を参照。

深度区間 (m)

元となったボーリングコア

備考

統合した
ボーリングコア

地点名 深度区間 (m) 枝番孔名

②

①

③

④

※１

P.74

P.75

P.76

P.77
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										S-613		36		～		39		1		3		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ																21		～		24		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		1		3		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ																24		～		27		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		1		1		デイサイト（da）		ｄF断層系に係るコメント回答 ダンソウ ケイ カカワ カイトウ														27		～		30		1		易国間層上部層（lltf）

												174				177		1		1		デイサイト（da）																30		～		33		1		易国間層上部層（lltf）

												177				180		1		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ																39		～		42		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												180				183		1		1		デイサイト（da）																45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

												249		～		252		1		1		デイサイト（da）																54		～		57		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												288		～		291		1		1		デイサイト（da）																57		～		60		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												291		～		294		1		1		デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ																60		～		63		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

						ｃf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		1		3		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ																114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										cf-102		42		～		45		1		3		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ																117				120		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

								Tf-4付近 フキン		CB-12								3		3		cf-3断層 ダンソウ																120				123		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

										SB-25								3		3		cf-3断層 ダンソウ																123				126		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

								進入路 シンニュウ ロ		cf-301								3		3		cf-3断層 ダンソウ																183		～		186		1		大間層（st） オオマ ソウ

						sF断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		42		1		3		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ																252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										IT-18		33		～		36		1		3		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ																279		～		282		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ
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										IT-2		60		～		63		1		1		ｄｌｔf中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（62.5m付近） チュウ ミャク フキン		鉱物脈法等 コウブツ ミャク ホウ トウ

								取水口（2,3断面間） シュスイコウ ダンメン アイダ		IT-8		36		～		39		1		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（38.77m付近） チュウ ミャク フキン

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-7		27		～		30		1		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（28.7～29m） チュウ ミャク

								敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22								1		1		大畑層（変質部） オオハタ ソウ ヘンシツ ブ

										IT-24								1		1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

										IT-24								1		1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

				シーム
性状
活動性		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-304				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-305				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-306				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-307				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-308				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-309				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-310				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-311				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-312				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-313				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

										cf-314				3		1				1		cf-3断層/S-11 ダンソウ

				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア　小計 ショウケイ		小計												45		85		箱 ハコ



































































NRA現調資料用（津波のみ) (作業中)

		No.						統合した
ボーリングコア トウゴウ										元となったボーリングコア																										備考 ビコウ		審査資料　掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ

								地点名 チテン メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン												m		コア箱 (m) バコ						箱数 スウ

																				0    1      2      3      4     5     6

		105						OK１		0		～		6		4		OK１-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.73を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		OK１-２														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.74を参照。

																		OK１-３														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.75を参照。

																		OK１-４														ERROR:#REF!		2		～		3		1				P.76を参照。









NRA現調資料用（津波のみ)



						★NRA説明用　選別・整理 '18.10.30 天野 セツメイヨウ センベツ セイリ アマノ





		No.				対象 タイショウ				統合したボーリングコア トウゴウ												元となったボーリングコア モト																				摘要 テキヨウ		審査資料　掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ

		1				dF断層系 ダンソウ ケイ		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層面の破砕性状等 ダンソウ メン ハサイ セイジョウ トウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-13頁，2-77頁 ページ ページ

		3						dF-c断層（77.50m：atf・st/atf）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-15頁

		2						df-2断層（67.65m：st/st） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-17頁，2-78頁 ページ ページ

		9						dF-a断層 ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				活動性（大畑層中に断層なし）		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-26頁 ページ

		11						デイサイト（da）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層の連続性（デイサイト貫入面に断層なし） ダンソウ レンゾクセイ カンニュウ メン ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁

		18						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層の下方への連続性（鍵層に変位なし）		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ

		19						大間層（ptf/st/atf：AT-25） オオマ ソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ

		20						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ

		23				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層面の固結した性状，針貫入試験結果 ダンソウ メン コ ケツ セイジョウ ハリ カンニュウ シケン ケッカ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-52頁 ページ

		26						cf-2断層（26.01m：lltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-55頁 ページ ページ ページ

		31						cf-3断層（20.15-22.14m：lltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-59頁 ページ

		32						cf-3断層（83.54m：blv） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-60頁

		30						cf-3断層（142.53m：lltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-57頁 ページ ページ ページ

		40				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				断層面の破砕性状，針貫入試験結果 ダンソウ メン ハサイ セイジョウ ハリ カンニュウ シケン ケッカ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-70頁

		41						sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-73頁 ページ

		42						sF-1断層（m：tb/lltf） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-74頁 ページ

		52						sF-2-2断層（67.85m：blv）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-71頁，補足説明資料　2-76頁 ホンペン シリョウ ホソク セツメイ シリョウ ページ

		53						sF-2-1断層（75.00m：blv）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-70頁，補足説明資料　2-75頁 ホンペン ホソク セツメイ シリョウ ページ

		56				シーム		S-11（14.67m）, cf-3断層（36.3m） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				Tf-5(a)トレンチ周辺におけるS-11の分布		ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		57						S-11（10.43m）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		58						S-11（10.12m）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		64						S-11（17.04m）, cf-3断層（30.3m） ダンソウ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		65						S-11（14.26m）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		68						S-11（13.80m）		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ						ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ

		99				第四系中の変状 ダイ ヨンケイ チュウ ヘンジョウ		段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-63頁 ホンペン シリョウ ページ

		100				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				生痕化石 セイコン カセキ		ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　1-18頁，補足説明資料　1-4頁 ホンペン シリョウ ページ ページ

		101								孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		採用区間 (m) サイヨウ クカン						箱数 スウ				洞爺火山灰層 トウヤ カザンバイ ソウ		ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　1-8頁 ページ

										孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		枝番孔名 エダバン コウ メイ		採用区間 (m) サイヨウ クカン						m		コア箱 (m) バコ						箱数 スウ

		102				津波堆積物 ツナミ タイセキ ブツ		大間平地点 オオマ ダイラ チテン		OM1		0		～		3		3		2		OM1-5		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						OM1-4		2		～		3		1		1		～		3		1

		103								OM2		0		～		2.7		2.7		2		OM2-2		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																						〃		2		～		2.7		0.7		2		～		3		1

		104								OM4		0		～		4		4		4		OM 4-5		0		～		1		1		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						OM 4-6		1		～		1.9		0.9		1		～		3		1

																						OM 4-5		1.9		～		3.6		1.7		2		～		4		1

																						OM 4-1		3.6		～		4		0.4		2		～		4		1

		105								OM5		0		～		3		3		4		OM 5-1		0		～		0.55		0.55		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																						OM 5-3		0.55		～		1.23		0.68		0		～		2		1

																						OM 5-4		1.23		～		1.33		0.1		1		～		2		1

																						OM 5-3		1.33		～		2		0.67		0		～		2		(1)

																						OM 5-1		2		～		3		1		2		～		3		1

		106						奥戸地点 オコッペ チテン		OK1		0		～		6		6		5		OK 1-3		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		2.11		0.11		2		～		5		1

																						OK 1-1		2.11		～		3		0.89		2		～		3		1

																						〃		3		～		4		1		3		～		4		no

																						OK 1-4		4		～		5		1		4		～		5		1

																						OK 1-2		5		～		6		1		4		～		6		1

		107								OK2		0		～		6		6		3		OK 2-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		108								OK3		0		～		6		6		3		OK 3-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		109								OK10		0		～		6		6		2		OK 10-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		no

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1				OK 10-1_6~8不要 フヨウ

		110								OK13		0		～		6		6		3		OK 13-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		111								OK14		0		～		6		6		3		OK 14-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　17-30頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		112						五月女萢地点 サオトメ ヤチ チテン		JS6		0		～		3		3		2		JS 6-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　31-35頁

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

		113								JS13		0		～		3		3		2		JS 13-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　31-35頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

		114								JS15		0		～		3		3		2		JS 15-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　31-35頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

		115						前潟地点 マエ カタ チテン		JSm17-3		0		～		6		6		3		JSm 17-3-2		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　36-40頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		116								JSm18-1		0		～		6		6		4		JSm 18-1-2		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　36-40頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		3		1		2		～		3		1

																						JSm 18-1-1		3		～		4		1		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		117								JSm19-2		0		～		6		6		3		JSm 19-2-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　36-40頁 ホソク セツメイ シリョウ ページ

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		118						鳴沢地点 ナルサワ チテン		NR2		0		～		6		6		1		NR 2-2		0		～		1.19		1.19		0		～		2		1				NR 2-2_2~4,4~6不要 フヨウ		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						NR 2-1		1.19		～		2		0.81		0		～		2		no

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		no

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		no

		119								NR4		0		～		6		6		4		NR 4-1		0		～		1		1		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						NR 4-2		1		～		1.55		0.55		1		～		2.8		1

																						NR 4-1		1.55		～		1.9		0.35		0		～		2		(1)

																						NR 4-2		1.9		～		2.5		0.6		1		～		2.8		(1)

																						NR 4-1		2.5		～		4		1.5		2.5		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		120								NR5		0		～		6		6		3		NR 5-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		121								NR9		0		～		6		6		3		NR 9-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		122								NR12		0		～		6		6		3		NR 12-1		0		～		2		2		0		～		2		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　41-45頁

																						〃		2		～		4		2		2		～		4		1

																						〃		4		～		6		2		4		～		6		1

		123						赤川地点 アカガワ チテン		AK1		0		～		6		6		4		AK 1-1		0		～		1.5		1.5		0		～		3		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　47-50頁

																						AK 1-2		1.5		～		2		0.5		0		～		2		1

																						AK 1-2		2		～		2.13		0.13		2		～		4		1

																						AK 1-1		2.13		～		6		3.87		3		～		6		1

										AK3		0		～		6		6		3		AK 3-1		0		～		0.6		0.6		0		～		2		1

																						AK 3-3		0.6		～		1.05		0.45		0		～		2		no				AK 3-2_0~1.3不要 フヨウ

																						AK 3-1		1.05		～		4		2.95		2		～		4		1

		124																				AK 3-1		4		～		6		2		4		～		6		1						第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　47-50頁



						小計														68																		68				箱











1010 NRA説明用整理 (2)



						★NRA説明用　選別・整理 '18.10.11河野 セツメイヨウ センベツ セイリ カワノ																																																						43304



																														星取表 ホシ トリ ヒョウ

		No.				対象 タイショウ				孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		説明内容 セツメイ ナイヨウ		審査資料　掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ		図No. ズ						選別の考え方 センベツ カンガ カタ		審査資料掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

		1				dF断層系 ダンソウ ケイ		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		P-1		117		～		120		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-13頁，2-77頁 ページ ページ		①				半分 ハンブン		主要な断層ｄF－a~cは残し シュヨウ ダンソウ ノコ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-13，2-77 119.00-120.00m針 ハリ

		5						dF-b断層（71.95m：st/ptf） ダンソウ		RR-107		71		～		74		3		2		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-14頁						半分 ハンブン		ｄｆ－１～５は針貫入実施のもののみ残し ハリ カンニュウ ジッシ ノコ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-14 71-74m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		3						dF-c断層（77.50m：atf・st/atf）		P-2		75		～		79		4		2		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-15頁		②				半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-15 75-79m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		2						df-2断層（67.65m：st/st） ダンソウ		P-1		66		～		69		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-17頁，2-78頁 ページ ページ		⑧				半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-17 66-69m　1箱分記載，2-78 67.00-68.00m針 ハコ フン キサイ ハリ

		7						df-3断層（●●m：dltf） ダンソウ		RR-305		30		～		33		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-18頁，2-80頁 ページ						半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-18 30-33m　1箱分記載，2-80 31.00-32.00m針 ハコ フン キサイ ハリ

		9						dF-a断層 ダンソウ		P-4		25		～		53		28		10		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-26頁 ページ		③				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-26 25-53m　10箱分記載 ハコ フン キサイ

		10						dF-a断層 ダンソウ		R-904		30		～		42		12		4		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-27頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-27 30-42m　4箱分記載 ハコ フン キサイ

		11						デイサイト（da）		A'-7		171		～		174		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁		④				半分 ハンブン		断層の連続性のうち一番上 ダンソウ レンゾクセイ イチバン ウエ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　172-174m　だけ記載														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

		17						デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ		A'-7		291		～		294		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁						半分 ハンブン		断層の連続性のうち一番下		第615回審査会合（H30.8.24)　補足4-2　292-294mだけ記載（160108　本編70　292-300m記載） キサイ														60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		18						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		A'-7		294		～		301		7		4		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ		⑤				半分 ハンブン		4箱全部 ハコ ゼンブ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　294-301m　4箱分記載 ハコ ブン キサイ

		19						大間層（ptf/st/atf：AT-25） オオマ ソウ		D-7		315		～		321		6		2		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ		⑥				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　315-321m　2箱分記載 ハコ ブン キサイ

		20						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		N-1		346		～		360		14		5		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ		⑦				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　346-360m　5箱分記載 ハコ ブン キサイ

		23				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		cf-101		87		～		91		4		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-52頁 ページ		⑨				半分 ハンブン		性状と針貫入の両方の説明に用いているものを代表として選定 セイジョウ ハリ カンニュウ リョウホウ セツメイ モチ ダイヒョウ センテイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　88-91mの2箱分，2-52 89.60-90.00m針 ハコ ブン ハリ														114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

		26						cf-2断層（26.01m：lltf） ダンソウ		cf-201		24		～		27		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-55頁 ページ ページ ページ		⑩				半分 ハンブン		性状と針貫入の両方の説明に用いているものを代表として選定 セイジョウ ハリ カンニュウ リョウホウ セツメイ モチ ダイヒョウ センテイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　24-27mの1箱分，2-55 25.40-26.50m針 ハコ ブン ハリ

		31						cf-3断層（20.15-22.14m：lltf） ダンソウ		CB-12		19		～		23		4		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-59頁 ページ		⑪				半分 ハンブン		一番浅い イチバン アサ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　19-23mの2箱分，2-59 19.50-22.40m針 ハコ ブン ハリ														120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

		32						cf-3断層（83.54m：blv） ダンソウ		SB-008		82		～		85		3		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-60頁		⑫				半分 ハンブン		中間 チュウカン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　82-85mの2箱分，2-60 83.20-83.90m針 ハコ ブン ハリ

		30						cf-3断層（142.53m：lltf） ダンソウ		CB-6		141		～		144		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-57頁 ページ ページ ページ		⑬				半分 ハンブン		いちばん深い フカ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　141-144mの1箱分，2-57 142.10-142.90m針，本編2-16 研磨片（20.60m：lltf） ハコ ブン ハリ ホン ヘン ケンマ カタ

		40				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		IT-60		82.2		～		83		0.8		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-70頁		①				議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-70 82.2-83.0m針 ハリ

		41						sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		IT-50		88.1		～		88.9		0.8		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-73頁 ページ		④				議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-73 88.10-88.90m針 ハリ

		42						sF-1断層（m：tb/lltf） ダンソウ		IT-63-4		14		～		14.5		0.5		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-74頁 ページ		⑤				議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-74 14.00-14.50m針 ハリ

		52						sF-2-2断層（67.85m：blv）		IT-26		66		～		69		3		1		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-71頁，補足説明資料　2-76頁 ホンペン シリョウ ホソク セツメイ シリョウ ページ		⑥				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-71，補足2-76 67.60-68.00m針 ホンペン ホソク ハリ														1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

		53						sF-2-1断層（75.00m：blv）		IT-26		74		～		76		2		1		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-70頁，補足説明資料　2-75頁 ホンペン ホソク セツメイ シリョウ ページ		⑦				〇				第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-70　74-76m　1箱分だけ記載，補足2-75 74.80-75.20m針 ホンペン ハコ ブン キサイ ホソク ハリ						②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																12		箱 ハコ

		70				S-10		S-10（43.034m）		N-5		42		～		44		2		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　5-15頁						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-15 42.0-44.0m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		56				S-11		S-11（14.67m）, cf-3断層（36.3m） ダンソウ		cf-303		12		～		15		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑭				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		57						S-11（10.43m）		cf-304		9		～		12		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑮				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		58						S-11（10.12m）		cf-305		9		～		12		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑯				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		64						S-11（17.04m）, cf-3断層（30.3m） ダンソウ		cf-311		15		～		18		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑰				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		65						S-11（14.26m）		cf-312		12		～		15		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑱				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１　1箱分だけ掲載 ホンペン ハコ ブン ケイサイ

		68						S-11（13.80m）		Ts-8-p3		15		～		20		5		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ		⑲				〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		98				第四系中の変状 ダイ ヨンケイ チュウ ヘンジョウ		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		Ts-6-25		0		～		2		2		1		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　6-30頁		⑳				議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料6-30

		99						段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		SW-2-1		0		～		11		11		4		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-63頁 ホンペン シリョウ ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-６３ ホンペン

		100				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		SB-005		5		～		6		1		1		生痕化石 セイコン カセキ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　1-18頁，補足説明資料　1-4頁 ホンペン シリョウ ページ ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編1-18，補足説明資料1-4 ホンペン

		101								H11		0		～		6		6		2		洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　1-8頁 ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料1-8



						小計														62		箱



		★対象外としたコア タイショウガイ

		6						df-1断層（30.85m：st/st） ダンソウ		RR-304												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		8						df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ		RR-218		60		～		63		3		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20														24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		12						デイサイト（da）		A'-7		174		～		177		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　174-175m　だけ記載										第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　174-175m　だけ記載														30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

		13						デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ		A'-7		177		～		180		3		1																												39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		14						デイサイト（da）		A'-7		180		～		183		3		1																												45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

		15						デイサイト（da）		A'-7		249		～		252		3		1																												54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		16						デイサイト（da）		A'-7		288		～		291		3		1																												57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		21						dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ		IT-16		48		～		51		3		1																												9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

		22						df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ		S-613		36		～		39		3		1																												21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		24						cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ		cf-102		42		～		45		3		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン														117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

		25						cf-1断層（52.10m：dltf） ダンソウ		cf-105												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン

		27						cf-2断層（39.67m：lltf） ダンソウ		cf-203												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン

		28						cf-1断層 ダンソウ		A-7												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン								第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン

		29						cf-2断層 ダンソウ		B-2												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン								第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン

		33						cf-3断層（34.03m：lltf） ダンソウ		CB-11												性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ

		34						cf-3断層（53.62m：lltf） ダンソウ		SB-025		51		～		57		6		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ														123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

		35						cf-3断層（75.79m：lltf） ダンソウ		SB-032												性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ

		36						cf-3断層（48.95m） ダンソウ		cf-301		47		～		50		3		2																												183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

		37				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		IT-2		39		～		45		6		2		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②47								160108　補足説明資料②47		160108　補足説明資料②47														252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

		38						sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ		IT-18		30		～		39		9		3		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②62								160108　補足説明資料②62		160108　補足説明資料②62														279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

		39						sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ		IT-10		45		～		51		6		2		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②56								160108　補足説明資料②56		160108　補足説明資料②56														300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

		43						sF-1断層（32.3m） ダンソウ		S-613		30		～		36		6		2																												315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

		44						sF-1断層（40.3m） ダンソウ		S-613		36		～		42		6		2																												321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

		45						sF-1断層（84.92m） ダンソウ		S-613		84		～		87		3		1																												330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

		46						sF-1断層（69.52m） ダンソウ		IT-17		68		～		71		3		2																												429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

		47						sF-1断層（81.69m） ダンソウ		IT-17		80		～		83		3		2																								大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

		48						sF-1断層（108.12m） ダンソウ		IT-17		106		～		110		4		2																												1060		～		1065		5		1

		49						sF-1断層（110.53m） ダンソウ		IT-62		108		～		111		3		1		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ														1325		～		1330		5		1

		50						sF-1断層（34.75m） ダンソウ		IT-64		33		～		39		6		2		断層確認 ダンソウ カクニン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ														1410		～		1415		5		1

		51						sF-1断層（80.14m） ダンソウ		IT-65		78		～		81		3		1		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ														1635		～		1640		5		1

		54						ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，		IT-22		30		～		33		3		1

		55						同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ		IT-24		72		～		75		3		1																				コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												74		箱 ハコ

		59						FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ		cf-306		6		～		9		3		1

		60						S-11：5.08m		cf-307		3		～		6		3		1

		61						FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ		cf-308		6		～		9		3		1

		62						S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ		cf-309		3		～		6		3		1

		63						S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ		cf-310		3		～		6		3		1

		66						FT5-3:3.90m，S-11なし		cf-313		3		～		6		3		1

		67						FT5-3：3.82m，S-11なし。		cf-314		3		～		6		3		1

		69						S-11：14.48m 平均1.5cm厚 ヘイキン アツ		T-2												性状 セイジョウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ								今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		71						S-11：51.45m 平均3.5cm厚 ヘイキン アツ		T-2												性状 セイジョウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ								今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		72				その他 ホカ		S-Om		A'-7												連続性（Da中に断層なし） レンゾクセイ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ

		73						S-11より上位 ジョウイ		SB-005												分布（S-11より上位にシームなし） ブンプ ジョウイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ

		74				代表地点 ダイヒョウ チテン		第四系 ダイ ヨン ケイ		N-1		0		～		3		3		1

		75						第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ				3		～		6		3		1

		76						易国間層上部層（lltf,ctf,tb）				9		～		12		3		1

		77						易国間層上部層（tb,lltf）				21		～		24		3		1

		78						易国間層上部層（tb,lltf）				24		～		27		3		1

		79						易国間層上部層（lltf）				27		～		30		3		1

		80						易国間層上部層（lltf）				30		～		33		3		1

		81						S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				39		～		42		3		1

		82						易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン				45		～		48		3		1

		83						易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				54		～		57		3		1

		84						易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				57		～		60		3		1

		85						易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				60		～		63		3		1

		86						易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）				114		～		117		3		1

		87						易国間層下部層L層準（dltf,alt）				117		～		120		3		1

		88						S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）				120		～		123		3		1

		89						易国間層下部層L層準（alt,dltf）				123		～		126		3		1

		90						大間層（st） オオマ ソウ				183		～		186		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編26								160108　本編26		160108　本編26

		91						大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ				252		～		255		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編27								160108　本編27		160108　本編27

		92						大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ				279		～		282		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編24　1m区間のみ記載								160108　本編24　1m区間のみ記載		160108　本編24　1m区間のみ記載

		93						大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ				300		～		303		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編29								160108　本編29		160108　本編29

		94						大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ				315		～		318		3		1		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ								160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		95						大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ				321		～		324		3		1		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ								160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		96						大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ				330		～		333		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編30								160108　本編30		160108　本編30

		97						玄武岩（ba） ゲンブガン				429		～		432		3		1
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																														星取表 ホシ トリ ヒョウ

		No.				対象 タイショウ				孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 スウ		説明内容 セツメイ ナイヨウ		審査資料　掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ								選別の考え方 センベツ カンガ カタ		審査資料掲載頁 シンサ シリョウ ケイサイ ページ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

		1				dF断層系 ダンソウ ケイ		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		P-1		117		～		120		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-13頁，2-77頁 ページ ページ						半分 ハンブン		主要な断層ｄF－a~cは残し シュヨウ ダンソウ ノコ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-13，2-77 119.00-120.00m針 ハリ

		5						dF-b断層（71.95m：st/ptf） ダンソウ		RR-107		71		～		74		3		2		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-14頁						半分 ハンブン		ｄｆ－１～５は針貫入実施のもののみ残し ハリ カンニュウ ジッシ ノコ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-14 71-74m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		3						dF-c断層（77.50m：atf・st/atf）		P-2		75		～		79		4		2		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-15頁						半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-15 75-79m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		2						df-2断層（67.65m：st/st） ダンソウ		P-1		66		～		69		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-17頁，2-78頁 ページ ページ						半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-17 66-69m　1箱分記載，2-78 67.00-68.00m針 ハコ フン キサイ ハリ

		7						df-3断層（●●m：dltf） ダンソウ		RR-305		30		～		33		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-18頁，2-80頁 ページ						半分 ハンブン				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-18 30-33m　1箱分記載，2-80 31.00-32.00m針 ハコ フン キサイ ハリ

		9						dF-a断層 ダンソウ		P-4		25		～		53		28		10		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-26頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-26 25-53m　10箱分記載 ハコ フン キサイ

		10						dF-a断層 ダンソウ		R-904		30		～		42		12		4		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-27頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-27 30-42m　4箱分記載 ハコ フン キサイ

		11						デイサイト（da）		A'-7		171		～		174		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁						半分 ハンブン		断層の連続性のうち一番上 ダンソウ レンゾクセイ イチバン ウエ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　172-174m　だけ記載														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

		17						デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ		A'-7		291		～		294		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-2頁						半分 ハンブン		断層の連続性のうち一番下		第615回審査会合（H30.8.24)　補足4-2　292-294mだけ記載（160108　本編70　292-300m記載） キサイ														60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		18						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		A'-7		294		～		301		7		4		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ						半分 ハンブン		4箱全部 ハコ ゼンブ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　294-301m　4箱分記載 ハコ ブン キサイ

		19						大間層（ptf/st/atf：AT-25） オオマ ソウ		D-7		315		～		321		6		2		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　315-321m　2箱分記載 ハコ ブン キサイ

		20						大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		N-1		346		～		360		14		5		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　4-6頁 ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-6　346-360m　5箱分記載 ハコ ブン キサイ

		23				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		cf-101		87		～		91		4		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-52頁 ページ						半分 ハンブン		性状と針貫入の両方の説明に用いているものを代表として選定 セイジョウ ハリ カンニュウ リョウホウ セツメイ モチ ダイヒョウ センテイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　88-91mの2箱分，2-52 89.60-90.00m針 ハコ ブン ハリ														114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

		26						cf-2断層（26.01m：lltf） ダンソウ		cf-201		24		～		27		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-17頁，2-18頁，2-55頁 ページ ページ ページ						半分 ハンブン		性状と針貫入の両方の説明に用いているものを代表として選定 セイジョウ ハリ カンニュウ リョウホウ セツメイ モチ ダイヒョウ センテイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　24-27mの1箱分，2-55 25.40-26.50m針 ハコ ブン ハリ

		31						cf-3断層（20.15-22.14m：lltf） ダンソウ		CB-12		19		～		23		4		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-59頁 ページ						半分 ハンブン		一番浅い イチバン アサ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　19-23mの2箱分，2-59 19.50-22.40m針 ハコ ブン ハリ														120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

		32						cf-3断層（83.54m：blv） ダンソウ		SB-008		82		～		85		3		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-60頁						半分 ハンブン		中間 チュウカン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　82-85mの2箱分，2-60 83.20-83.90m針 ハコ ブン ハリ

		30						cf-3断層（142.53m：lltf） ダンソウ		CB-6		141		～		144		3		1		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-19頁，2-20頁，2-57頁 ページ ページ ページ						半分 ハンブン		いちばん深い フカ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　141-144mの1箱分，2-57 142.10-142.90m針，本編2-16 研磨片（20.60m：lltf） ハコ ブン ハリ ホン ヘン ケンマ カタ

		40				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		IT-60		82.2		～		83		0.8		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-70頁						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-70 82.2-83.0m針 ハリ

		41						sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		IT-50		88.1		～		88.9		0.8		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-73頁 ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-73 88.10-88.90m針 ハリ

		42						sF-1断層（m：tb/lltf） ダンソウ		IT-63-4		14		～		14.5		0.5		1		針貫入 ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　2-74頁 ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-74 14.00-14.50m針 ハリ

		52						sF-2-2断層（67.85m：blv）		IT-26		66		～		69		3		1		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-71頁，補足説明資料　2-76頁 ホンペン シリョウ ホソク セツメイ シリョウ ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-71，補足2-76 67.60-68.00m針 ホンペン ホソク ハリ														1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

		53						sF-2-1断層（75.00m：blv）		IT-26		74		～		76		2		1		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編資料　2-70頁，補足説明資料　2-75頁 ホンペン ホソク セツメイ シリョウ ページ						〇				第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-70　74-76m　1箱分だけ記載，補足2-75 74.80-75.20m針 ホンペン ハコ ブン キサイ ホソク ハリ						②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																12		箱 ハコ

		70				S-10		S-10（43.034m）		N-5		42		～		44		2		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料　5-15頁						議論していないが残し ギロン ノコ				第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-15 42.0-44.0m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		56				S-11		S-11（14.67m）, cf-3断層（36.3m） ダンソウ		cf-303		12		～		15		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		57						S-11（10.43m）		cf-304		9		～		12		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		58						S-11（10.12m）		cf-305		9		～		12		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		64						S-11（17.04m）, cf-3断層（30.3m） ダンソウ		cf-311		15		～		18		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		65						S-11（14.26m）		cf-312		12		～		15		3		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１　1箱分だけ掲載 ホンペン ハコ ブン ケイサイ

		68						S-11（13.80m）		Ts-8-p3		15		～		20		5		1		分布 ブンプ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-41頁 ホンペン シリョウ ページ						〇				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-４１ ホンペン

		98				第四系中の変状 ダイ ヨンケイ チュウ ヘンジョウ		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		Ts-6-25		0		～		2		2		1		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　6-30頁						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料6-30

		99						段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		SW-2-1		0		～		11		11		4		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　3-63頁 ホンペン シリョウ ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編３-６３ ホンペン

		100				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		SB-005		5		～		6		1		1		生痕化石 セイコン カセキ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編資料　1-18頁，補足説明資料　1-4頁 ホンペン シリョウ ページ ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編1-18，補足説明資料1-4 ホンペン

		101								H11		0		～		6		6		2		洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料　1-8頁 ページ						議論していないが残し ギロン ノコ				今回ヒアリング資料（H30.10.9)　補足説明資料1-8



						小計														62		箱



		★対象外としたコア タイショウガイ

		6						df-1断層（30.85m：st/st） ダンソウ		RR-304												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-16 29-32m　2箱分記載 ハコ フン キサイ

		8						df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ		RR-218		60		～		63		3		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-20														24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		12						デイサイト（da）		A'-7		174		～		177		3		1		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　174-175m　だけ記載										第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料4-2　174-175m　だけ記載														30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

		13						デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ		A'-7		177		～		180		3		1																												39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		14						デイサイト（da）		A'-7		180		～		183		3		1																												45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

		15						デイサイト（da）		A'-7		249		～		252		3		1																												54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		16						デイサイト（da）		A'-7		288		～		291		3		1																												57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		21						dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ		IT-16		48		～		51		3		1																												9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

		22						df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ		S-613		36		～		39		3		1																												21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		24						cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ		cf-102		42		～		45		3		1		性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　42-45mの1箱分 ハコ ブン														117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

		25						cf-1断層（52.10m：dltf） ダンソウ		cf-105												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　51-54mの1箱分 ハコ ブン

		27						cf-2断層（39.67m：lltf） ダンソウ		cf-203												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-17,18　38-41mの2箱分 ハコ ブン

		28						cf-1断層 ダンソウ		A-7												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン								第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン

		29						cf-2断層 ダンソウ		B-2												性状 セイジョウ		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン								第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン		第615回審査会合（H30.8.24)　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン

		33						cf-3断層（34.03m：lltf） ダンソウ		CB-11												性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ハコ ブン ハリ

		34						cf-3断層（53.62m：lltf） ダンソウ		SB-025		51		～		57		6		2		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ハコ ブン ハリ														123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

		35						cf-3断層（75.79m：lltf） ダンソウ		SB-032												性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ						半分 ハンブン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ハコ ブン ハリ

		36						cf-3断層（48.95m） ダンソウ		cf-301		47		～		50		3		2																												183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

		37				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		IT-2		39		～		45		6		2		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②47								160108　補足説明資料②47		160108　補足説明資料②47														252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

		38						sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ		IT-18		30		～		39		9		3		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②62								160108　補足説明資料②62		160108　補足説明資料②62														279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

		39						sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ		IT-10		45		～		51		6		2		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明資料②56								160108　補足説明資料②56		160108　補足説明資料②56														300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

		43						sF-1断層（32.3m） ダンソウ		S-613		30		～		36		6		2																												315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

		44						sF-1断層（40.3m） ダンソウ		S-613		36		～		42		6		2																												321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

		45						sF-1断層（84.92m） ダンソウ		S-613		84		～		87		3		1																												330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

		46						sF-1断層（69.52m） ダンソウ		IT-17		68		～		71		3		2																												429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

		47						sF-1断層（81.69m） ダンソウ		IT-17		80		～		83		3		2																								大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

		48						sF-1断層（108.12m） ダンソウ		IT-17		106		～		110		4		2																												1060		～		1065		5		1

		49						sF-1断層（110.53m） ダンソウ		IT-62		108		～		111		3		1		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ハコ ブン キサイ ハリ														1325		～		1330		5		1

		50						sF-1断層（34.75m） ダンソウ		IT-64		33		～		39		6		2		断層確認 ダンソウ カクニン		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-3　33-36m　だけ記載 キサイ														1410		～		1415		5		1

		51						sF-1断層（80.14m） ダンソウ		IT-65		78		～		81		3		1		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料3-31，2-72 80.00-80.30m針 ハリ														1635		～		1640		5		1

		54						ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，		IT-22		30		～		33		3		1

		55						同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ		IT-24		72		～		75		3		1																				コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												74		箱 ハコ

		59						FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ		cf-306		6		～		9		3		1

		60						S-11：5.08m		cf-307		3		～		6		3		1

		61						FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ		cf-308		6		～		9		3		1

		62						S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ		cf-309		3		～		6		3		1

		63						S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ		cf-310		3		～		6		3		1

		66						FT5-3:3.90m，S-11なし		cf-313		3		～		6		3		1

		67						FT5-3：3.82m，S-11なし。		cf-314		3		～		6		3		1

		69						S-11：14.48m 平均1.5cm厚 ヘイキン アツ		T-2												性状 セイジョウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ								今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		71						S-11：51.45m 平均3.5cm厚 ヘイキン アツ		T-2												性状 セイジョウ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ								今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ		今回ヒアリング資料（H30.10.9)　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		72				その他 ホカ		S-Om		A'-7												連続性（Da中に断層なし） レンゾクセイ チュウ ダンソウ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-17 207-240m　11箱分記載 ハコ フン キサイ

		73						S-11より上位 ジョウイ		SB-005												分布（S-11より上位にシームなし） ブンプ ジョウイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ								第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ		第615回審査会合（H30.8.24)　補足説明資料5-18 0-50m　17箱分記載 ハコ フン キサイ

		74				代表地点 ダイヒョウ チテン		第四系 ダイ ヨン ケイ		N-1		0		～		3		3		1

		75						第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ				3		～		6		3		1

		76						易国間層上部層（lltf,ctf,tb）				9		～		12		3		1

		77						易国間層上部層（tb,lltf）				21		～		24		3		1

		78						易国間層上部層（tb,lltf）				24		～		27		3		1

		79						易国間層上部層（lltf）				27		～		30		3		1

		80						易国間層上部層（lltf）				30		～		33		3		1

		81						S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				39		～		42		3		1

		82						易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン				45		～		48		3		1

		83						易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				54		～		57		3		1

		84						易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				57		～		60		3		1

		85						易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン				60		～		63		3		1

		86						易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）				114		～		117		3		1

		87						易国間層下部層L層準（dltf,alt）				117		～		120		3		1

		88						S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）				120		～		123		3		1

		89						易国間層下部層L層準（alt,dltf）				123		～		126		3		1

		90						大間層（st） オオマ ソウ				183		～		186		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編26								160108　本編26		160108　本編26

		91						大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ				252		～		255		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編27								160108　本編27		160108　本編27

		92						大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ				279		～		282		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編24　1m区間のみ記載								160108　本編24　1m区間のみ記載		160108　本編24　1m区間のみ記載

		93						大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ				300		～		303		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編29								160108　本編29		160108　本編29

		94						大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ				315		～		318		3		1		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ								160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		95						大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ				321		～		324		3		1		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ								160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		96						大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ				330		～		333		3		1		鍵層 カギ ソウ		160108　本編30								160108　本編30		160108　本編30

		97						玄武岩（ba） ゲンブガン				429		～		432		3		1
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		No.		テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱		対象 タイショウ		説明する内容 セツメイ ナイヨウ		掲載 ケイサイ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

		1		敷地内断層
性状
活動性 シキチ ナイ ダンソウ セイジョウ カツドウセイ		dF断層系 ダンソウ ケイ		敷地北側		P-1		117		～		120		3		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明4-13，2-77 119.00-120.00m針 ホソク セツメイ ハリ

		2																				df-2断層（67.65m：st/st） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明4-17 66-69m　1箱分記載，2-78 67.00-68.00m針 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ ハリ

		3								P-2												dF-c断層（77.50m：atf・st/atf）		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-15 75-79m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		4								P-3		60		～		63		3		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ		性状・変位センス セイジョウ ヘンイ		180824　本編2-84 ホンペン														3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

		5								RR-107												dF-b断層（71.95m：st/ptf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-14 71-74m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		6								RR-304												df-1断層（30.85m：st/st） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-16 29-32m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		7								RR-305												df-3断層（m：dltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明4-18 30-33m　1箱分記載，2-80 31.00-32.00m針 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ ハリ

		8								RR-218		60		～		63		3		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-20 ホソク セツメイ														24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		9								P-4												dF-a断層 ダンソウ		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		180824　補足説明4-26 25-53m　10箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		10								R-904												dF-a断層 ダンソウ		活動性（大畑層中に断層なし） カツドウセイ オオハタ ソウ チュウ ダンソウ		180824　補足説明4-27 30-42m　4箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		11						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		3		1		デイサイト（da）		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-2　172-174m　だけ記載 ホソク セツメイ														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

		12										174		～		177		3		1		デイサイト（da）		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-2　174-175m　だけ記載 ホソク セツメイ														30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

		13										177		～		180		3		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ																		39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		14										180		～		183		3		1		デイサイト（da）																		45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

		15										249		～		252		3		1		デイサイト（da）																		54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		16										288		～		291		3		1		デイサイト（da）																		57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		17										291		～		294		3		1		デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足4-2　292-294mだけ記載（160108　本編70　292-300m記載） キサイ														60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		18																				大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-6　294-301m　4箱分記載 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ

		19								D-7												大間層（ptf/st/atf：AT-25） オオマ ソウ		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-6　315-321m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ

		20						炉心 ロシン		N-1												大間層（ptf/st/atf/st：AT-25） オオマ ソウ		断層の下方への連続性 ダンソウ カホウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-6　346-360m　5箱分記載 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ

		21						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		3		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ																		9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

		22								S-613		36		～		39		3		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ																		21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		23				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		3		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-17,18　88-91mの2箱分，2-52 89.60-90.00m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ														114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

		24								cf-102		42		～		45		3		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-17,18　42-45mの1箱分 ホソク セツメイ ハコ ブン														117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

		25								cf-105												cf-1断層（52.10m：dltf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-17,18　51-54mの1箱分 ホソク セツメイ ハコ ブン

		26								cf-201												cf-2断層（26.01m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-17,18　24-27mの1箱分，2-55 25.40-26.50m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ

		27								cf-203												cf-2断層（39.67m：lltf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-17,18　38-41mの2箱分 ホソク セツメイ ハコ ブン

		28						主建屋法面 シュ タテヤ ノリメン		A-7												cf-1断層 ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　本編2-14　研磨片（3.85m：tb） ホンペン ケンマ ヘン

		29								B-2												cf-2断層 ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　本編2-15　研磨片（0.90m：lltf） ホンペン ケンマ ヘン

		30						Tf-4付近 フキン		CB-6												cf-３断層（142.53m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　141-144mの1箱分，2-57 142.10-142.90m針，本編2-16 研磨片（20.60m：lltf） ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ ホン ヘン ケンマ カタ

		31								CB-12		20		～		23		3		2		cf-3断層（20.15-22.14m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　19-23mの2箱分，2-59 19.50-22.40m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ														120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

		32								SB-008												cf-3断層（83.54m：blv） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　82-85mの2箱分，2-60 83.20-83.90m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ

		33								CB-11												cf-３断層（34.03m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　33-36mの1箱分，2-58 33.50-34.60m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ

		34								SB-025		51		～		57		6		2		cf-3断層（53.62m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　52-56mの2箱分，2-61 53.00-54.00m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ														123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

		35								SB-032												cf-3断層（75.79m：lltf） ダンソウ		性状，針貫入 セイジョウ ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-19,20　74-77mの2箱分，2-62 75.40-76.00m針 ホソク セツメイ ハコ ブン ハリ

		36						進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47		～		50		3		2		cf-3断層（48.95m） ダンソウ																		183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

		37				sF断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		45		6		2		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②47 ホソク セツメイ														252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

		38								IT-18		30		～		39		9		3		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②62 ホソク セツメイ														279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

		39						取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		51		6		2		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②56 ホソク セツメイ														300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

		40								IT-60												sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		針貫入 ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-70 82.2-83.0m針 ホソク セツメイ ハリ

		41								IT-50												sF-1断層（m：St/dltf） ダンソウ		針貫入 ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-73 88.10-88.90m針 ホソク セツメイ ハリ

		42								IT-63-4												sF-1断層（m：tb/lltf） ダンソウ		針貫入 ハリ カンニュウ		180824　補足説明2-74 14.00-14.50m針 ホソク セツメイ ハリ

		43						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		30		～		36		6		2		sF-1断層（32.3m） ダンソウ																		315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

		44								S-613		36		～		42		6		2		sF-1断層（40.3m） ダンソウ																		321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

		45								S-613		84		～		87		3		1		sF-1断層（84.92m） ダンソウ																		330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

		46								IT-17		68		～		71		3		2		sF-1断層（69.52m） ダンソウ																		429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

		47								IT-17		80		～		83		3		2		sF-1断層（81.69m） ダンソウ														大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

		48								IT-17		106		～		110		4		2		sF-1断層（108.12m） ダンソウ																		1060		～		1065		5		1

		49						敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-62		108		～		111		3		1		sF-1断層（110.53m） ダンソウ		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		180824　補足説明3-35　109-112m　2箱分記載，2-71 110.00-110.97m針 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ ハリ														1325		～		1330		5		1

		50								IT-64		33		～		39		6		2		sF-1断層（34.75m） ダンソウ		断層確認 ダンソウ カクニン		180824　補足説明3-3　33-36m　だけ記載 ホソク セツメイ キサイ														1410		～		1415		5		1

		51								IT-65		78		～		81		3		1		sF-1断層（80.14m） ダンソウ		最新面認定，針貫入 サイシン メン ニンテイ ハリ カンニュウ		180824　補足説明3-31，2-72 80.00-80.30m針 ホソク セツメイ ハリ														1635		～		1640		5		1

		52						取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		66		～		69		3		1		sF-2-2断層（67.85m：blv）		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		180824　本編2-71，補足2-76 67.60-68.00m針 ホンペン ホソク ハリ														1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

		53								IT-26		69		～		81		12		4		sF-2-1断層（75.00m：blv）		性状・変位センス，針貫入 セイジョウ ヘンイ ハリ カンニュウ		180824　本編2-70　74-76m　1箱分だけ記載，補足2-75 74.80-75.20m針 ホンペン ハコ ブン キサイ ホソク ハリ						②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																36		箱 ハコ

		54						敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22		30		～		33		3		1		ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，

		55								IT-24		72		～		75		3		1		同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ										コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												99		箱 ハコ

		56		シーム
性状
活動性 セイジョウ カツドウセイ		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303		12		～		15		3		1		S-11, 14.67m, cf-3断層36.3m, Tf-5(a) ダンソウ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		57								cf-304		9		～		12		3		1		S-11:10.43m, Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		58								cf-305		9		～		12		3		1		S-11;10.12m, cf-3断層；不明, Tf-5(a) ダンソウ フメイ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		59								cf-306		6		～		9		3		1		FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ

		60								cf-307		3		～		6		3		1		S-11：5.08m

		61								cf-308		6		～		9		3		1		FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ

		62								cf-309		3		～		6		3		1		S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ

		63								cf-310		3		～		6		3		1		S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ

		64								cf-311		15		～		18		3		1		S-11；17.04m, cf-3断層；30.3m, Tf-5(a) ダンソウ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		65								cf-312		12		～		18		6		2		S-11:14.26m, Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１　1箱分だけ掲載 ホンペン ハコ ブン ケイサイ

		66								cf-313		3		～		6		3		1		FT5-3:3.90m，S-11なし

		67								cf-314		3		～		6		3		1		FT5-3：3.82m，S-11なし。

		68								Ts-8-p3		15		～		20		5		1		φ66mm, S-11；13.80m，Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

		69						?		T-2												S-11：14.48m 平均1.5cm厚 ヘイキン アツ		性状 セイジョウ		181009　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		70				S-10		炉心 ロシン		N-5												S-10：43.034m		性状 セイジョウ		180824　補足説明5-15 42.0-44.0m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		71						?		T-2												S-11：51.45m 平均3.5cm厚 ヘイキン アツ		性状 セイジョウ		181009　本編3-20　（約20cm区間接写） ホンペン ヤク クカン セッシャ

		72				その他 ホカ		敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7												S-Om		連続性（Da中に断層なし） レンゾクセイ チュウ ダンソウ		180824　補足説明5-17 207-240m　11箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		73						敷地南側 ミナミガワ		SB-005												S-11より上位 ジョウイ		分布（S-11より上位にシームなし） ブンプ ジョウイ		180824　補足説明5-18 0-50m　17箱分記載 ホソク セツメイ ハコ フン キサイ

		74		敷地内全体
地層・岩種 ゼンタイ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

		75										3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

		76										9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

		77										21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		78										24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

		79										27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

		80										30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

		81										39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		82										45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

		83										54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		84										57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		85										60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

		86										114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

		87										117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

		88										120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

		89										123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

		90										183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編26

		91										252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編27

		92										279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編24　1m区間のみ記載

		93										300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編29

		94										315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		95										321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

		96										330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編30

		97										429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

		98		第四系中の変状		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		Ts-6法面 ノリメン		Ts-6-25		0		～		2		2		1		Ts-6法面 ノリメン		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		181009　補足説明6-30 ホソク セツメイ

		99				段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		法面①②付近 ノリメン フキン		SW-2-1		0		～		11		11		4		法面①②付近 ノリメン フキン		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		181009　本編３-６３ ホンペン

		100		段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		Tf-4付近 フキン		SB-005		5		～		6		1		1		Tf-4付近 フキン		生痕化石 セイコン カセキ		181009　本編1-18，補足説明1-4 ホンペン ホソク セツメイ

		101						国道沿い コクドウ ゾ		H11		0		～		6		6		2		国道沿い コクドウ ゾ		洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		181009　補足説明1-8 ホソク セツメイ





				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア　小計 ショウケイ		小計														63		箱 ハコ





								大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

												1060		～		1065		5		1

												1325		～		1330		5		1

												1410		～		1415		5		1

												1635		～		1640		5		1

												1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト











追記180720

				現地調査提示ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ(案) ゲンチ チョウサ テイジ アン																						18.07.20版，青セルの区間確定 ハン アオ クカン カクテイ

				目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ				区間 クカン				m		箱 ハコ		層準 ソウ ジュン		岩種 ガン シュ		ユニット		その他 タ

		1		岩種・岩相 ガン シュ ガンソウ		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨンケイ

		2		〃				〃		3				6		3		1		第四系/易国間層(上) ダイ ヨンケイ ウエ		lltf(w), lltf

		3		〃				〃		9				12		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		lltf,ctf,tb

		4		〃				〃		21				24		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		tb,lltf

		5		〃				〃		24				27		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		lltf

		6		〃				〃		27				30		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		lltf

		7		〃				〃		30				33		3		1		易国間層上部層 イ コク マ ソウ ジョウブソウ		lltf

		8		〃				〃		39				42		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ		alt		M4		S-10，39.08m

		9		〃				〃		45				48		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ		blv		M4

		10		〃				〃		54				57		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ		blv		M4

		11		〃				〃		57				60		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ		mlv(I)		M4

		12		〃				〃		60				63		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		13		〃				〃		114				117		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		14		〃				〃		117				120		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		15		〃				〃		120				123		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		16		〃				〃		123				126		3		1		易国間層下部層 イ コク マ ソウ カブ ソウ

		17		〃				〃		183				186		3		1		大間層 オオマ ソウ		st

		18		〃				〃		252				255		3		1		大間層 オオマ ソウ		ptf		PT-1

		19		〃				〃		279				282		3		1		大間層 オオマ ソウ		atf

		20		〃				〃		300				303		3		1		大間層 オオマ ソウ		ptf

		21		〃				〃		315				318		3		1		大間層 オオマ ソウ		atf

		22		〃				〃		321				324		3		1		大間層 オオマ ソウ		atf/st(H)

		23		〃				〃		330				333		3		1		大間層 オオマ ソウ		artf/ptf

		24		〃				〃		429				432		3		1		玄武岩 ゲンブガン		ba

		25		〃		北側 キタガワ		A'-7		171				174		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		26		〃				〃		174				177		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		27		ﾃﾞｲｻｲﾄ/大間層 オオマ ソウ				〃		177				180		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ/大間層(atf) オオマ ソウ

		28		ﾃﾞｲｻｲﾄ				〃		180				183		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		29		〃				〃		249				252		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		30		〃				〃		288				291		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ

		31		ﾃﾞｲｻｲﾄ下面 シタ メン				〃		291				294		3		1		ﾃﾞｲｻｲﾄ/大間層 オオマ ソウ								31

		32		dF-系断層 ケイ ダンソウ				P-1		117				120		3		1		dF-a断層 ダンソウ

		33		〃				P-3		60				63		3		1		dF-a断層 ダンソウ

		34		〃				IT-16		48				51		3		1		dF-c断層 ダンソウ

		35		〃				S-613		36				39		3		1		df-3断層 ダンソウ

		36		〃				RR-218		60				63		3		1		df-5断層 ダンソウ

		37		cf-系断層 ケイ ダンソウ				cf-101		87				90		3		1		cf-1断層(blv) ダンソウ

		38		〃				cf-102		42				45		3		1		cf-1断層(lltf) ダンソウ

		39		sF-1				IT-2		39				45		6		2								1-1'断面，断層41.72m ダンメン

		40		〃				IT-18		30				39		9		3								1-1'断面，断層35.65m ダンメン

		41		〃				IT-10		45				51		6		2								2-2'断面，断層47.33m ダンメン ダンソウ

		42		〃				S-613		30				36		6		2								3-3'断面，断層32.3m，40.3m，84.92m ダンメン ダンソウ

		43		〃				S-613		36				42		6		2

		44		〃				S-613		84				87		3		1

		45		〃				IT-17		68				71		3		2								3-3'断面，断層69.52m，81.69m，108.12m ダンメン ダンソウ

		46		〃				IT-17		80				83		3		2

		47		〃				IT-17		106				110		4		2

		48		sF-1断層 ダンソウ				IT-62		108				111		3		1		sF-1断層NW方向シフト ダンソウ ホウコウ						sF-1断層：110.53m ダンソウ

		49		〃				IT-64		33				39		6		2		〃						sF-1断層：34.75m ダンソウ								q

		50		〃				IT-65		78				81		3		1		〃						sF-1断層：80.14m ダンソウ

		51		sF-2				IT-26		66				69		3		1								1-1'断面，67.85m ダンメン

		52		sF-2				IT-26		69				81		12		4								1-1'断面，75.0m ダンメン

		53		ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈 ミャク				IT-2																		断層以外での鉱物脈⇒取水庭ﾌﾞﾛｯｸで説明 ダンソウ イガイ コウブツ ミャク シュスイ ニワ セツメイ

		54		〃				IT-8																		同上 ドウジョウ

		55		〃				IT-7																		同上 ドウジョウ

		56		大畑層 オオハタ ソウ				IT-22		30				33		3		1								ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出， ，

		57		〃				IT-24		72				75		3		1								同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ

		58		大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ダイシンド				SD-1		735				740		5		1

		59		〃				〃		1060				1065		5		1

		60		〃				〃		1325				1330		5		1

		61		〃				〃		1410				1415		5		1

		62		〃				〃		1635				1640		5		1

		63		〃				〃		1800				2503		24		8								1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

		64		cf-系断層 ケイ ダンソウ		Tf-4付近 フキン		CB-12		20				23		3		2		cf-3断層 ダンソウ						cf-3断層；20.61m, 21.88m ダンソウ

		65		〃		〃		SB-25		51				57		6		2		cf-3断層 ダンソウ						cf-3断層；53.62m ダンソウ

		66		〃		進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47				50		3		2		cf-3断層 ダンソウ						cf-3断層：48.95m ダンソウ

		67		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウ チ		cf-303		12				15		3		1		cf-3断層/S-11 ダンソウ						S-11, 14.67m, cf-3断層36.3m, Tf-5(a) ダンソウ

		68		〃				cf-304		9				12		3		1		cf-3断層/S-11 ダンソウ						S-11:10.43m, Tf-5(a)

		69		〃				cf-305		9				12		3		1		cf-3断層/S-11 ダンソウ						S-11;10.12m, cf-3断層；不明, Tf-5(a) ダンソウ フメイ

		70		〃				cf-306		6				9		3		1								FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ

		71		〃				cf-307		3				6		3		1		S-11						S-11：5.08m

		72		〃				cf-308		6				9		3		1								FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ

		73		〃				cf-309		3				6		3		1		S-11						S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ

		74		〃				cf-310		3				6		3		1		S-11						S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ

		75		〃				cf-311		15				18		3		1		cf-3断層/S-11 ダンソウ						S-11；17.04m, cf-3断層；30.3m, Tf-5(a) ダンソウ

		76		〃				cf-312		12				18		6		2								S-11:14.26m, Tf-5(a)

		77		〃				cf-313		3				6		3		1								FT5-3:3.90m，S-11なし

		78		〃				cf-314		3				6		3		1								FT5-3：3.82m，S-11なし。

		79		〃				Ts-8-p3		15				20		5		1								φ66mm, S-11；13.80m，Tf-5(a)

																111		100

				*黄色範囲：追加分 キイロ ハンイ ツイカ ブン
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				現地調査時に提示するボーリングコアリスト案 ゲンチ チョウサ ジ テイジ アン																																														rev.2.0

				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア シンサ ロンテン タイオウ セツメイ ジョウ ヒツヨウ カンガ																										②審査論点でなく提示の可能性は低いが，①の次に提示が考えられるコア シンサ ロンテン テイジ カノウセイ ヒク ツギ テイジ カンガ

				テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱		対象 タイショウ		備考 ビコウ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				敷地内断層
性状
活動性 シキチ ナイ ダンソウ セイジョウ カツドウセイ		dF断層系 ダンソウ ケイ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		3		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ								敷地内全体
地層・岩種 ゼンタイ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		3		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ																3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		3		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ																9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

										S-613		36		～		39		3		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ																21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		3		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ																24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		3		1		デイサイト（da）		ｄF断層系に係るコメント回答 ダンソウ ケイ カカワ カイトウ														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

												174		～		177		3		1		デイサイト（da）																30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

												177		～		180		3		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ																39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												180		～		183		3		1		デイサイト（da）																45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

												249		～		252		3		1		デイサイト（da）																54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												288		～		291		3		1		デイサイト（da）																57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												291		～		294		3		1		デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ																60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

						ｃf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		3		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ																114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										cf-102		42		～		45		3		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ																117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

								Tf-4付近 フキン		CB-12		20		～		23		3		2		cf-3断層（20.61m, 21.88m） ダンソウ																120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

										SB-25		51		～		57		6		2		cf-3断層（53.62m） ダンソウ																123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

								進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47		～		50		3		2		cf-3断層（48.95m） ダンソウ																183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

						sF断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		45		6		2		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ																252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										IT-18		30		～		39		9		3		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ																279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

								取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		51		6		2		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ																300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		30		～		36		6		2		sF-1断層（32.3m） ダンソウ																315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										S-613		36		～		42		6		2		sF-1断層（40.3m） ダンソウ																321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

										S-613		84		～		87		3		1		sF-1断層（84.92m） ダンソウ																330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										IT-17		68		～		71		3		2		sF-1断層（69.52m） ダンソウ																429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

										IT-17		80		～		83		3		2		sF-1断層（81.69m） ダンソウ												大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

										IT-17		106		～		110		4		2		sF-1断層（108.12m） ダンソウ																1060		～		1065		5		1

								敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-62		108		～		111		3		1		sF-1断層（110.53m） ダンソウ																1325		～		1330		5		1

										IT-64		33		～		39		6		2		sF-1断層（34.75m） ダンソウ																1410		～		1415		5		1

										IT-65		78		～		81		3		1		sF-1断層（80.14m） ダンソウ																1635		～		1640		5		1

								取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		66		～		69		3		1		sF-2-2断層（67.85m：blv）																1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

										IT-26		69		～		81		12		4		sF-2-1断層（75.00m：blv）								②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																37		箱 ハコ

								敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22		30		～		33		3		1		ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，

										IT-24		72		～		75		3		1		同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ								コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												100		箱 ハコ

				シーム
性状
活動性		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303		12		～		15		3		1		S-11, 14.67m, cf-3断層36.3m, Tf-5(a) ダンソウ

										cf-304		9		～		12		3		1		S-11:10.43m, Tf-5(a)

										cf-305		9		～		12		3		1		S-11;10.12m, cf-3断層；不明, Tf-5(a) ダンソウ フメイ

										cf-306		6		～		9		3		1		FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ

										cf-307		3		～		6		3		1		S-11：5.08m

										cf-308		6		～		9		3		1		FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ

										cf-309		3		～		6		3		1		S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ

										cf-310		3		～		6		3		1		S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ

										cf-311		15		～		18		3		1		S-11；17.04m, cf-3断層；30.3m, Tf-5(a) ダンソウ

										cf-312		12		～		18		6		2		S-11:14.26m, Tf-5(a)

										cf-313		3		～		6		3		1		FT5-3:3.90m，S-11なし

										cf-314		3		～		6		3		1		FT5-3：3.82m，S-11なし。

										Ts-8-p3		15		～		20		5		1		φ66mm, S-11；13.80m，Tf-5(a)

				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア　小計 ショウケイ		小計														63		箱 ハコ
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				テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱		対象 タイショウ		説明する内容 セツメイ ナイヨウ		掲載 ケイサイ						テーマ・目的 モクテキ		対象 タイショウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				敷地内断層
性状
活動性 シキチ ナイ ダンソウ セイジョウ カツドウセイ		dF断層系 ダンソウ ケイ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		3		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-13 ホソク セツメイ						敷地内全体
地層・岩種 ゼンタイ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		3		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ		性状・変位センス セイジョウ ヘンイ		180824　本編2-84 ホンペン														3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		3		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ																		9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

										S-613		36		～		39		3		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ																		21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		3		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明4-20 ホソク セツメイ														24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

								敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		3		1		デイサイト（da）		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-2　172-174m　だけ記載 ホソク セツメイ														27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

												174		～		177		3		1		デイサイト（da）		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		180824　補足説明4-2　174-175m　だけ記載 ホソク セツメイ														30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

												177		～		180		3		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ																		39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												180		～		183		3		1		デイサイト（da）																		45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

												249		～		252		3		1		デイサイト（da）																		54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												288		～		291		3		1		デイサイト（da）																		57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												291		～		294		3		1		デイサイト（da）大間層 オオマ ソウ		断層の連続性 ダンソウ レンゾクセイ		160108　本編70　292-300m記載 キサイ														60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

						ｃf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		3		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-18　88-91mの2箱分 ホソク セツメイ ハコ ブン														114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										cf-102		42		～		45		3		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ		性状 セイジョウ		180824　補足説明2-18 ホソク セツメイ														117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

								Tf-4付近 フキン		CB-12		20		～		23		3		2		cf-3断層（20.61m, 21.88m） ダンソウ																		120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

										SB-25		51		～		57		6		2		cf-3断層（53.62m） ダンソウ																		123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

								進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47		～		50		3		2		cf-3断層（48.95m） ダンソウ																		183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ

						sF断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		45		6		2		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②47 ホソク セツメイ														252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										IT-18		30		～		39		9		3		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②62 ホソク セツメイ														279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

								取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		51		6		2		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ		柱状図・コア写真集 チュウジョウズ シャシン シュウ		160108　補足説明②56 ホソク セツメイ														300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

								取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		30		～		36		6		2		sF-1断層（32.3m） ダンソウ																		315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										S-613		36		～		42		6		2		sF-1断層（40.3m） ダンソウ																		321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

										S-613		84		～		87		3		1		sF-1断層（84.92m） ダンソウ																		330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										IT-17		68		～		71		3		2		sF-1断層（69.52m） ダンソウ																		429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

										IT-17		80		～		83		3		2		sF-1断層（81.69m） ダンソウ														大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

										IT-17		106		～		110		4		2		sF-1断層（108.12m） ダンソウ																		1060		～		1065		5		1

								敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-62		108		～		111		3		1		sF-1断層（110.53m） ダンソウ		最新面認定 サイシン メン ニンテイ		180824　補足説明3-35　109-112m　2箱分記載 ホソク セツメイ ハコ ブン キサイ														1325		～		1330		5		1

										IT-64		33		～		39		6		2		sF-1断層（34.75m） ダンソウ		断層確認 ダンソウ カクニン		180824　補足説明3-3　33-36m　だけ記載 ホソク セツメイ キサイ														1410		～		1415		5		1

										IT-65		78		～		81		3		1		sF-1断層（80.14m） ダンソウ		最新面認定 サイシン メン ニンテイ		180824　補足説明3-31 ホソク セツメイ														1635		～		1640		5		1

								取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		66		～		69		3		1		sF-2-2断層（67.85m：blv）		性状・変位センス セイジョウ ヘンイ		180824　本編2-71　 ホンペン														1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト

										IT-26		69		～		81		12		4		sF-2-1断層（75.00m：blv）		性状・変位センス セイジョウ ヘンイ		180824　本編2-70　75-76m　1箱分だけ記載 ホンペン ハコ ブン キサイ						②審査論点でなく提示の可能性は低いが，次に提示が考えられるコア　小計 ショウケイ																37		箱 ハコ

								敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22		30		～		33		3		1		ﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄXRD検出 ，

										IT-24		72		～		75		3		1		同上，72.50-73.0m, K-Ar法1.6Ma ドウジョウ ホウ										コア箱（①＋②）合計 ハコ ゴウケイ				コア箱合計												100		箱 ハコ

				シーム
性状
活動性		S-11		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303		12		～		15		3		1		S-11, 14.67m, cf-3断層36.3m, Tf-5(a) ダンソウ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

										cf-304		9		～		12		3		1		S-11:10.43m, Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

										cf-305		9		～		12		3		1		S-11;10.12m, cf-3断層；不明, Tf-5(a) ダンソウ フメイ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

										cf-306		6		～		9		3		1		FT5-3；8.46m, S-11なし，Tf-5(b)近傍 キンボウ

										cf-307		3		～		6		3		1		S-11：5.08m

										cf-308		6		～		9		3		1		FT5-3:6.58m，S-11なし，Tf-58(b)近傍 キンボウ

										cf-309		3		～		6		3		1		S-11;4.30m，Ts-8'近傍 キンボウ

										cf-310		3		～		6		3		1		S-11：4.15m，Ts-8'近傍 キンボウ

										cf-311		15		～		18		3		1		S-11；17.04m, cf-3断層；30.3m, Tf-5(a) ダンソウ		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

										cf-312		12		～		18		6		2		S-11:14.26m, Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１　1箱分だけ掲載 ホンペン ハコ ブン ケイサイ

										cf-313		3		～		6		3		1		FT5-3:3.90m，S-11なし

										cf-314		3		～		6		3		1		FT5-3：3.82m，S-11なし。

										Ts-8-p3		15		～		20		5		1		φ66mm, S-11；13.80m，Tf-5(a)		分布 ブンプ		181009　本編３-４１ ホンペン

				敷地内全体
地層・岩種 ゼンタイ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

												3		～		6		3		1		第四系/易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

												9		～		12		3		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

												21		～		24		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

												24		～		27		3		1		易国間層上部層（tb,lltf）

												27		～		30		3		1		易国間層上部層（lltf）

												30		～		33		3		1		易国間層上部層（lltf）

												39		～		42		3		1		S-10/易国間層下部層M4層準 イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												45		～		48		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

												54		～		57		3		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												57		～		60		3		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												60		～		63		3		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

												114		～		117		3		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

												117		～		120		3		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

												120		～		123		3		1		S-1シーム・易国間層下部層L層準（alt）

												123		～		126		3		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

												183		～		186		3		1		大間層（st） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編26

												252		～		255		3		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編27

												279		～		282		3		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編24　1m区間のみ記載

												300		～		303		3		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編29

												315		～		318		3		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

												321		～		324		3		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160310　本編37　1m区間のみ記載 ホンペン クカン キサイ

												330		～		333		3		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ		鍵層 カギ ソウ		160108　本編30

												429		～		432		3		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

				第四系中の変状		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		Ts-6法面 ノリメン		Ts-6-25		0		～		2		2		1		Ts-6法面 ノリメン		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		181009　補足説明6-29 ホソク セツメイ

						段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		法面①②付近 ノリメン フキン		SW-2-1		0		～		11		11		4		法面①②付近 ノリメン フキン		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		181009　本編３-６３ ホンペン

				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		Tf-4付近 フキン		SB-005		5		～		6		1		1		Tf-4付近 フキン		生痕化石 セイコン カセキ		181009　本編1-18，補足説明1-4 ホンペン ホソク セツメイ

								国道沿い コクドウ ゾ		H11		0		～		6		6		2		国道沿い コクドウ ゾ		洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		181009　補足説明1-8 ホソク セツメイ





				①審査での論点に対応し，説明上必要と考えられるコア　小計 ショウケイ		小計														63		箱 ハコ





								大深度ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		SD-1		735		～		740		5		1

												1060		～		1065		5		1

												1325		～		1330		5		1

												1410		～		1415		5		1

												1635		～		1640		5		1

												1800		～		2503		24		8		1700m以深ｽﾎﾟｯﾄｺｱ(100m毎) イシン ゴト











NRA説明用

				項　目 コウ メ				確認事項 カクニン ジコウ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						m		箱		備考 ビコウ

				dF断層系 ダンソウ ケイ		dF-a断層 ダンソウ		分布・性状 ブンプ セイジョウ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		3		13

								性状・変位センス セイジョウ ヘンイ				P-3		60		～		63		3		1

						dF-c断層 ダンソウ				取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		3

						df-3断層 ダンソウ						S-613		36		～		39		3

						df-5断層 ダンソウ				敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		3

						デイサイト，大間層 オオマ ソウ		活動性評価		敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		3

				ｃf断層系 ダンソウ ケイ		cf-1断層 ダンソウ		分布・性状		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		3		8

												cf-102		42		～		45		3		1

						cf-3断層 ダンソウ		分布・性状		Tf-4付近 フキン		CB-12		20		～		23		3

												SB-25		51		～		57		6

										進入路 シンニュウ ロ		cf-301		47		～		50		3

				sF断層系 ダンソウ ケイ		sF-1断層 ダンソウ		分布・性状		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		45		6		29

												IT-18		30		～		39		9

										取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		51		6

										取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		30		～		36		6

												IT-17		68		～		71		3

										敷地護岸北側 シキチ ゴガン キタガワ		IT-62		108		～		111		3

												IT-64		33		～		39		6

												IT-65		78		～		81		3

								活動性評価〔参考〕		敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22		30		～		33		3

												IT-24		72		～		75		3

						sF-2-2断層		分布・性状		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		66		～		69		3

						sF-2-1断層						IT-26		69		～		81		12

				S-11		S-11（FT5-3), cf-3断層 ダンソウ		分布・性状		仮設9号地 カセツ ゴウチ		cf-303		12		～		15		3		14

												cf-304		9		～		12		3

												cf-305		9		～		12		3

												cf-306		6		～		9		3

												cf-307		3		～		6		3

												cf-308		6		～		9		3

												cf-309		3		～		6		3

												cf-310		3		～		6		3

												cf-311		15		～		18		3

												cf-312		12		～		18		6

												cf-313		3		～		6		3

												cf-314		3		～		6		3

												Ts-8-p3		15		～		20		5

				敷地内全体 ゼンタイ		地層・岩種 チソウ ガン シュ		代表地点 ダイヒョウ チテン		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		3		24

				第四系中の変状		マウンド型変状 ガタ ヘンジョウ		ローム層の堆積構造 ソウ タイセキ コウゾウ		Ts-6法面 ノリメン		Ts-6-25										1				181009　補足説明　6-29 ホソク セツメイ

						段差型変形 ダンサ ガタ ヘンケイ		岩盤の風化部厚さの認定 ガンバン フウカ ブ アツ ニンテイ		法面①②付近 ノリメン フキン		SW-2-1										4

				段丘面区分 ダンキュウメン クブン		M1面 メン		生痕化石 セイコン カセキ		Tf-4付近 フキン		SB-005										1				181009　本編1-18　補足説明1-4 ホンペン ホソク セツメイ

								洞爺火山灰 トウヤ カザンバイ		国道沿い コクドウ ゾ		H11										2				181009　補足説明　1-8 ホソク セツメイ





Sheet1 (3)

				現地調査時に提示するボーリングコアリスト案 ゲンチ チョウサ ジ テイジ アン																41957

				目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ						目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				地層・岩種 説明 チソウ イワ シュ セツメイ		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ								デイサイト断層 ダンソウ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ

										3		～		6		1		第四系
易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ												P-3		60		～		63		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ

										9		～		12		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）										取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ

										21		～		24		1		易国間層上部層（tb,lltf）												S-613		36		～		39		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ

										24		～		27		1		易国間層上部層（tb,lltf）										敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ

										27		～		30		1		易国間層上部層（lltf）								固結断層 モトヨリ ケッ ダンソウ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ

										30		～		33		1		易国間層上部層（lltf）												cf-102		42		～		45		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ

										39		～		42		1		S-10シーム(39.08m)
易国間層下部層M4層準（dltf,alt(ftf,ctf,dltf)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン								南北性の横ずれ断層 ナンボク セイ ヨコ ダンソウ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		42		1		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		断層部樹脂研磨済 ダンソウ ブ ジュシ ケンマ スミ

										45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン												IT-18		33		～		36		1		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ

										54		～		57		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン										取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		48		1		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ

										57		～		60		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン										取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		39		～		42		1		sF-1断層（40.20m：blv） ダンソウ

										60		～		63		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン												IT-17		81		～		84		1		sF-1断層（81.70m：st） ダンソウ

										114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）										取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		74		～		77		1		sF-2-1断層（75.00m：blv） ダンソウ		コア1m分詰替え要 ブン ツメカ ヨウ

										117				120		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）												IT-26		66		～		69		1		sF-2-2断層（67.90m：blv） ダンソウ

										120				123		1		S-1シーム(120.73m)
易国間層下部層L層準（alt）												IT-2		60		～		63		1		ｄｌｔf中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（62.5m付近） チュウ ミャク フキン

										123				126		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）										取水口（2,3断面間） シュスイコウ ダンメン アイダ		IT-8		36		～		39		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（38.77m付近） チュウ ミャク フキン

										183		～		186		1		大間層（st） オオマ ソウ										取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-7		27		～		30		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（28.7～29m） チュウ ミャク

										252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ										敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22								1		大畑層（変質部） オオハタ ソウ ヘンシツ ブ

										279		～		282		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ												IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

										300		～		303		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ												IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

										315		～		318		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ																				3		大畑層（sF-1通過部等） オオハタ ソウ ツウカ ブ トウ

										321		～		324		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ								固結断層，sF-1断層 モトヨリ ケッ ダンソウ ダンソウ												2		研磨後のコア，ブロック試料（2箱分ｽﾍﾟｰｽ） ケンマ ゴ シリョウ ハコ ブン		適宜選定要 テキギ センテイ ヨウ

										330		～		333		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ								シーム												1		S-11シーム（シーム化） カ

										429		～		432		1		玄武岩（ba） ゲンブガン																				1		S-11シーム（シーム無し） ナ

						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		1		デイサイト（da）								深部ボーリング シンブ		敷地南側 シキチ ミナミガワ		SD-1		735		～		740		1		玄武岩（ba）角礫状 ゲンブガン カクレキ ジョウ

										174				177		1		デイサイト（da）														1060		～		1065		1		玄武岩（ba）塊状 ゲンブガン カイジョウ

										177				180		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ														1325		～		1330		1		凝灰質砂岩（桧川層・金八沢層相当） ギョウカイシツ サガン ヒノキ ガワ ソウ キンパチ ザワ ソウ ソウトウ

										180				183		1		デイサイト（da）														1410		～		1415		1		ドレライト

										249		～		252		1		デイサイト（da）														1635		～		1640		1		デイサイト

										288		～		291		1		デイサイト（da）														1700		～				8		スポットコア（岩種各種） ガンシュ カクシュ

										291		～		294		1		デイサイト（da）
大間層（ptf：PT-3，atf：AT-24.5，st(H)） オオマ ソウ								小計 ショウケイ												40

				小計 ショウケイ												31										コア箱合計 ハコ ゴウケイ												71
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				目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				地層・岩種 説明 チソウ イワ シュ セツメイ		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										3		～		6		1		第四系
易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

										9		～		12		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

										21		～		24		1		易国間層上部層（tb,lltf）

										24		～		27		1		易国間層上部層（tb,lltf）

										27		～		30		1		易国間層上部層（lltf）

										30		～		33		1		易国間層上部層（lltf）

										39		～		42		1		S-10シーム(39.08m)
易国間層下部層M4層準（dltf,alt(ftf,ctf,dltf)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

										54		～		57		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										57		～		60		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										60		～		63		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										117				120		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

										120				123		1		S-1シーム(120.73m)
易国間層下部層L層準（alt）

										123				126		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

										183		～		186		1		大間層（st） オオマ ソウ

										252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										279		～		282		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

										300		～		303		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

										315		～		318		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										321		～		324		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

										330		～		333		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										429		～		432		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		1		デイサイト（da）

										174				177		1		デイサイト（da）

										177				180		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ

										180				183		1		デイサイト（da）

										249		～		252		1		デイサイト（da）

										288		～		291		1		デイサイト（da）

										291		～		294		1		デイサイト（da）
大間層（ptf：PT-3，atf：AT-24.5，st(H)） オオマ ソウ

				df断層系 ダンソウ ケイ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ

								P-3		60		～		63		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ

								S-613		36		～		39		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ

						敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ

				cf断層系 ダンソウ ケイ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ

								cf-102		42		～		45		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ

				sf断層系 ダンソウ ケイ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		42		1		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		断層部樹脂研磨済 ダンソウ ブ ジュシ ケンマ スミ

								IT-18		33		～		36		1		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ

						取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		48		1		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		39		～		42		1		sF-1断層（40.20m：blv） ダンソウ

								IT-17		81		～		84		1		sF-1断層（81.70m：st） ダンソウ

						取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		74		～		77		1		sF-2-1断層（75.00m：blv） ダンソウ		コア1m分詰替え要 ブン ツメカ ヨウ

								IT-26		66		～		69		1		sF-2-2断層（67.90m：blv） ダンソウ

								IT-2		60		～		63		1		ｄｌｔf中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（62.5m付近） チュウ ミャク フキン

						取水口（2,3断面間） シュスイコウ ダンメン アイダ		IT-8		36		～		39		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（38.77m付近） チュウ ミャク フキン

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-7		27		～		30		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（28.7～29m） チュウ ミャク

						敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22								1		大畑層（変質部） オオハタ ソウ ヘンシツ ブ

								IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

								IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

																3		大畑層（sF-1通過部等） オオハタ ソウ ツウカ ブ トウ

				cf断層，sF-1断層 ダンソウ ダンソウ												2		研磨後のコア，ブロック試料（2箱分ｽﾍﾟｰｽ） ケンマ ゴ シリョウ ハコ ブン		適宜選定要 テキギ センテイ ヨウ

				シーム												1		S-11シーム（シーム化） カ

																1		S-11シーム（シーム無し） ナ

				深部ボーリング シンブ		敷地南側 シキチ ミナミガワ		SD-1		735		～		740		1		玄武岩（ba）角礫状 ゲンブガン カクレキ ジョウ

										1060		～		1065		1		玄武岩（ba）塊状 ゲンブガン カイジョウ

										1325		～		1330		1		凝灰質砂岩（桧川層・金八沢層相当） ギョウカイシツ サガン ヒノキ ガワ ソウ キンパチ ザワ ソウ ソウトウ

										1410		～		1415		1		ドレライト

										1635		～		1640		1		デイサイト

										1700		～				8		スポットコア（岩種各種） ガンシュ カクシュ

				小計 ショウケイ												40

				コア箱合計 ハコ ゴウケイ												ERROR:#REF!
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				目的 モクテキ		位置 イチ		孔名 コウ メイ		深度区間 (m) シンド クカン						箱数 ハコ スウ		対象 タイショウ		備考 ビコウ

				地層・岩種 説明 チソウ イワ シュ セツメイ		炉心 ロシン		N-1		0		～		3		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										3		～		6		1		第四系
易国間層上部層（lltf(w),lltf） ダイ ヨン ケイ イコクマ ソウ ジョウブソウ

										9		～		12		1		易国間層上部層（lltf,ctf,tb）

										21		～		24		1		易国間層上部層（tb,lltf）

										24		～		27		1		易国間層上部層（tb,lltf）

										27		～		30		1		易国間層上部層（lltf）

										30		～		33		1		易国間層上部層（lltf）

										39		～		42		1		S-10シーム(39.08m)
易国間層下部層M4層準（dltf,alt(ftf,ctf,dltf)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン

										54		～		57		1		易国間層下部層M4層準（blv） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										57		～		60		1		易国間層下部層M4層準（mlv(I)） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										60		～		63		1		易国間層下部層M4,M3層準（mlv(I),dltf） イコクマ ソウ カブ ソウ ソウ ジュン

										114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）

										117				120		1		易国間層下部層L層準（dltf,alt）

										120				123		1		S-1シーム(120.73m)
易国間層下部層L層準（alt）

										123				126		1		易国間層下部層L層準（alt,dltf）

										183		～		186		1		大間層（st） オオマ ソウ

										252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ

										279		～		282		1		大間層（atf：AT-17） オオマ ソウ

										300		～		303		1		大間層（ptf：PT-2） オオマ ソウ

										315		～		318		1		大間層（atf：AT-22） オオマ ソウ

										321		～		324		1		大間層（atf/st(H)：AT-24） オオマ ソウ

										330		～		333		1		大間層（atf/ptf：PT-3） オオマ ソウ

										429		～		432		1		玄武岩（ba） ゲンブガン

						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		1		デイサイト（da）

										174				177		1		デイサイト（da）

										177				180		1		デイサイト（da）
大間層(atf) オオマ ソウ

										180				183		1		デイサイト（da）

										249		～		252		1		デイサイト（da）

										288		～		291		1		デイサイト（da）

										291		～		294		1		デイサイト（da）
大間層（ptf：PT-3，atf：AT-24.5，st(H)） オオマ ソウ

				小計 ショウケイ												31

				デイサイト断層 ダンソウ		敷地北側 シキチ キタガワ		P-1		117		～		120		1		dF-a断層（119.44m：st/PT3） ダンソウ

								P-3		60		～		63		1		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） ダンソウ

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-16		48		～		51		1		dF-c断層（50.34m：blv/st） ダンソウ

								S-613		36		～		39		1		df-3断層（37.07m：blv） ダンソウ

						敷地北側 シキチ キタガワ		RR-218		60		～		63		1		df-5断層（61.64m：dltf/st） ダンソウ

				固結断層 モトヨリ ケッ ダンソウ		主建屋西側 シュ タテヤ ニシ ガワ		cf-101		87		～		90		1		cf-1断層（89.70m：blv） ダンソウ

								cf-102		42		～		45		1		cf-1断層（43.65m：lltf） ダンソウ

				南北性の横ずれ断層 ナンボク セイ ヨコ ダンソウ		取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-2		39		～		42		1		sF-1断層（41.72m：blv） ダンソウ		断層部樹脂研磨済 ダンソウ ブ ジュシ ケンマ スミ

								IT-18		33		～		36		1		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ

						取水口（2-2'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-10		45		～		48		1		sF-1断層（47.33m：blv/dltf） ダンソウ

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		S-613		39		～		42		1		sF-1断層（40.20m：blv） ダンソウ

								IT-17		81		～		84		1		sF-1断層（81.70m：st） ダンソウ

						取水口（1-1'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-26		74		～		77		1		sF-2-1断層（75.00m：blv） ダンソウ		コア1m分詰替え要 ブン ツメカ ヨウ

								IT-26		66		～		69		1		sF-2-2断層（67.90m：blv） ダンソウ

								IT-2		60		～		63		1		ｄｌｔf中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（62.5m付近） チュウ ミャク フキン

						取水口（2,3断面間） シュスイコウ ダンメン アイダ		IT-8		36		～		39		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（38.77m付近） チュウ ミャク フキン

						取水口（3-3'断面） シュスイコウ ダンメン		IT-7		27		～		30		1		blv中のﾌｨﾘﾌﾟｻｲﾄ脈（28.7～29m） チュウ ミャク

						敷地北側 シキチ キタガワ		IT-22								1		大畑層（変質部） オオハタ ソウ ヘンシツ ブ

								IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

								IT-24								1		大畑層（溶岩） オオハタ ソウ ヨウガン

																3		大畑層（sF-1通過部等） オオハタ ソウ ツウカ ブ トウ

				固結断層，sF-1断層 モトヨリ ケッ ダンソウ ダンソウ												2		研磨後のコア，ブロック試料（2箱分ｽﾍﾟｰｽ） ケンマ ゴ シリョウ ハコ ブン		適宜選定要 テキギ センテイ ヨウ

				シーム												1		S-11シーム（シーム化） カ

																1		S-11シーム（シーム無し） ナ

				深部ボーリング シンブ		敷地南側 シキチ ミナミガワ		SD-1		735		～		740		1		玄武岩（ba）角礫状 ゲンブガン カクレキ ジョウ

										1060		～		1065		1		玄武岩（ba）塊状 ゲンブガン カイジョウ

										1325		～		1330		1		凝灰質砂岩（桧川層・金八沢層相当） ギョウカイシツ サガン ヒノキ ガワ ソウ キンパチ ザワ ソウ ソウトウ

										1410		～		1415		1		ドレライト

										1635		～		1640		1		デイサイト

										1700		～				8		スポットコア（岩種各種） ガンシュ カクシュ

				小計 ショウケイ												40

				コア箱合計 ハコ ゴウケイ												71
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腐植土層

• 選定区間②の深度0.00m～2.00mについては，他孔と同様の層相
であることから，欠損なくコアが採取されているOK１-３孔を選定し
た。

３－１．OK１地点（４／１０）： OK１-１～OK１-４孔のボーリングコア対比写真（１／３）： 深度０ｍ～２ｍ
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• 選定区間①の深度2.11m～4.00mについては，細粒層（腐植土層）中にイベント堆積物Eok①層の砂層及
び礫層を唯一挟在するOK１-１孔を選定した。

• 選定区間②の深度2.00m～2.11mについては，他孔と同様の層相であることから，欠損なくコアが採取さ
れているOK１-３孔を選定した。

３－１．OK１地点（５／１０）： OK１-１～OK１-４孔のボーリングコア対比写真（２／３）： 深度２ｍ～４ｍ

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（６／１１） コメントNo.S5-39 72
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• 選定区間③の深度4.00m～5.00mについては，唯一，コアが採取されているOK１-
４孔を選定した。

• 選定区間④の深度5.00m～6.00mについては，他孔と同様の層相であることから，
一部で細粒層（有機質シルト層）のコアの連続性が良いOK１-２孔を選定した。

３－１．OK１地点（６／１０）： OK１-１～OK１-４孔のボーリングコア対比写真（３／３）： 深度４ｍ～６ｍ

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（７／１１） コメントNo.S5-39 73
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統合ボーリングコア選定区間

３－１．OK１地点（７／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK１-１孔） 柱状図

(孔口標高：EL.＋5.54m）ボーリングコア写真
1m0m

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（８／１１） コメントNo.S5-39

• OK１-１孔では，深度2.11ｍ～4.07ｍ，4.79ｍ～5.13ｍ，5.72ｍ～
5.85ｍに細粒層（腐植土層及び有機質シルト層）の一部が確認さ
れ，このうち上部の細粒層中にイベント堆積物の砂層及び礫層が
認められる。
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統合ボーリングコア選定区間

３－１．OK１地点（８／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK１-２孔） 柱状図

(孔口標高：EL.＋5.54m）
ボーリングコア写真

1m0m

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（９／１１） コメントNo.S5-39

※１ OK１-２孔は，OK１-１孔のコア欠損区間（深度0.89ｍ～2.05ｍ，4.07ｍ～4.79ｍ，5.18ｍ～5.39ｍ）
のコアを採取するため掘削した。

• OK１-２孔※１では，深度1.70ｍ～1.92ｍ，2.28ｍ～3.23ｍ，3.42ｍ～
4.37ｍ，4.87ｍ～5.08ｍに細粒層（腐植土層及び有機質シルト層）
の一部を確認しているが，イベント堆積物は認められない。



(孔口標高：EL.＋5.54m）
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統合ボーリングコア選定区間

３－１．OK１地点（９／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK１-３孔） 柱状図

• OK１-３孔※１では，深度1.76ｍ～2.55ｍ，4.78ｍ～5.05ｍに細粒層
（腐植土層及び有機質シルト層）の一部を確認しているが，イベント
堆積物は認められない。

ボーリングコア写真
1m0m

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（１０／１１） コメントNo.S5-39

※１ OK１-３孔は，OK１-１孔及びOK１-２孔のコア欠損区間（深度1.92ｍ～2.28ｍ，4.37ｍ～4.79ｍ）の
コアを採取するため掘削した。



(孔口標高：EL.＋5.54m）
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統合ボーリングコア選定区間

３－１．OK１地点（１０／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK１-４孔） 柱状図

• OK１-４孔※１では，深度2.39ｍ～5.00ｍに細粒層（腐植土層及び有
機質シルト層）の一部を確認しているが，イベント堆積物は認めら
れない。

ボーリングコア写真
1m0m

（補足）３．リカバリー孔について 奥戸地点（１１／１１） コメントNo.S5-39

※１ OK１-４孔は，OK１-１孔～OK１-３孔のコア欠損区間（深度4.37ｍ～4.78ｍ）のコアを採取するため
掘削した。



（余白）
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１．津波堆積物調査（現地調査）

２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル

３．2011年東北地方太平洋沖地震を始めとするＭ９クラスの超
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日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の波源設定に関わり，地方自治体による波源モデル
等について情報を整理し，それらの津波による敷地への影響について検討した。

２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル
第627回審査会合
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（１／１０）
81

• 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の波源設定に関わり，地方自治体による波源モデル等について情報を整理した。
 日本海東縁部における既往最大の地震は，1993年北海道南西沖地震（断層長さ131km，Mw7.84）である。
 既往最大規模相当を想定した自治体は，北海道・青森県。
 既往最大を上回る地震規模を想定した自治体は，秋田県・山形県・新潟県・石川県・福井県・鳥取県・島根県である。
 最も地震規模が大きいモデルは，秋田県の断層長さ350km，Mw8.69である。

自治体名
最大規模の地震

想定位置
断層長さ マグニチュード

北海道（2013）（５） － （M7.8） 北海道南西沖など

青森県（2015）（６） － Mw7.9 青森県西方沖

秋田県（2013）（７） 350km Mw8.69 青森県西方沖～佐渡島北方沖

山形県（2012）（８） － ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ8.5 佐渡島北方沖

新潟県（2016）（９） － Mw8.09 秋田県沖～新潟県北部沖

富山県（2012）（10） － － －

石川県（2012）（11） 167km Mw7.99 佐渡島北方沖

福井県（2012）（12） 167km Mw7.99 佐渡島北方沖

鳥取県（2012）（13） 222km Mw8.16 佐渡島北方沖

島根県（2012）（14） 223km Mw8.01 佐渡島北方沖

山口県（2015）（15） － － －

地方自治体の想定地震

地震調査研究推進本部（2003）（４）に一部加筆

地震調査研究推進本部（2003）（４）

想定地震の震源域・規模（参考）
既往最大の地震

131km Mw7.84 1993年北海道南西沖地震

第627回審査会合
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（２／１０）
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北海道（2013）（５）

• 地震調査研究推進本部(2003) （４）等を活用して最大M7.8の地震を想定して
いる。

想定地震一覧

想定地震位置図 北海道(2013) （５）

北海道(2013) （５）に一部加筆

M7.8

M7.8

M7.4

M7.5

M7.8

M7.7

想定波源域 青森県(2015) （６）

想定モデル 青森県(2015) （６）

■青森県想定

青森県西方沖Mw=7.9

青森県（2015）（６）

• 地震調査研究推進本部
(2003)（４）が示す青森
県西方沖にMw7.9の地震
を想定している。

第627回審査会合
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（３／１０）
83

秋田県（2013）（７）

• 単独地震として３領域を設定した上で，さらに連動地震として3領域同時破壊を想
定した断層長さ350km，Mw8.69の地震を想定している。

山形県（2012）（８）

• 地震調査研究推進本部(2003) （４）が示す佐渡島北方沖の空白域にマグニチュード
8.5の地震を想定している。

波源モデル位置図 秋田県(2013) （７）

秋田県の波源モデルのパラメータ

秋田県（2013） （７）に一部加筆

波源位置図 山形県(2012) （８）に一部加筆

想定震源域および地震規模

山形県(2012) （８）に一部加筆
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（４／１０）
84

新潟県（2016）（９）

富山県（2012）（10）

• 海域活断層による津波のみ想定しており，日本海東縁部の地震による津波は想定していない。

新潟県(2016) （９）に一部加筆

想定地震位置図 富山県(2012) （10）

• 地震調査研究推進本部(2003) （４）を参照し，佐渡島北方沖地震として最大Mw7.80を設定し，さらに３連動地震として
Mw8.09の地震を想定している。

新潟県(2016) （９）に一部加筆

想定地震パラメータ

富山県(2012) （10）
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（５／１０）
85

石川県（2012）（11）

福井県（2012）（12）

福井県 (2012) （12）に一部加筆

• 徳山ほか（2001）（16）「日本周辺海域の第四紀
地質構造図」が示す活断層を基に，Mw7.99の地
震を想定している。

石川県(2012) （11）に一部加筆

想定地震位置図 石川県(2012) （11）に一部加筆

想定地震パラメータ

想定地震位置図 福井県(2012) （12）に一部加筆

想定地震パラメータ

• 徳山ほか（2001）（16）「日本周辺海域の第四紀地質構造図」が示す活断層を基に，
Mw7.99の地震を想定している。
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（６／１０）
86

鳥取県（2012）（13）

島根県（2012）（14）

島根県 (2012) （14）に一部加筆

鳥取県(2012) （13）に一部加筆

鳥取県(2012) （13）に一部加筆

想定地震位置図 島根県(2012) （14）

想定地震パラメータ

想定地震位置図

想定地震パラメータ

• 地震調査研究推進本部(2003) （４）を参照し，佐渡島北方沖の領域に最大
Mw8.16の地震を想定している。

• 地震調査研究推進本部(2003) （４）を参照し，佐渡島北方沖の領域に最大
Mw8.01の地震を想定している。
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（７／１０）
87

山口県（2015）（15）

山口県(2015) （15）想定地震位置図

• 海域活断層による津波のみ想定しており，日本海東縁部の地震による津波は想定していない。
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（８／１０）
88

波源モデル位置図

秋田県の波源モデルのパラメータ

秋田県（2013） （７）に一部加筆：対象波源モデル

秋田県の波源モデルによる影響検討

• 日本海東縁部の地震に関する地方自治体の
津波想定モデルのうち，津軽海峡前面海域
を含み，既往最大規模に比べ大きい規模の
波源を想定したものは秋田県の波源モデル
である。

• 当該モデルを用いて数値シミュレーション
を行い，敷地における津波水位を評価した。

• その結果，想定している日本海東縁部の地
震による津波水位が，秋田県の波源モデル
による津波水位を上回ることを確認した。

秋田県の波源モデル

波源
敷地における

最大水位
上昇量

取水口スクリーン
室前面

における最大水位
下降量

秋田県の
波源モデル

2.27m －2.22m

秋田県の波源モデルによる最大水位変動量

日本海東縁部
に想定される

地震
5.85m －3.78m
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①防波堤開口部      
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（９／１０）
89

秋田県の波源モデルによる検討結果（上昇側）

• 秋田県の波源モデルによる検討結果（上昇側）は下表のとおりである。

秋田県の波源モデル

波源 敷地における最大水位上昇量

秋田県の
波源モデル

2.27m

すべり量

水位時刻歴波形

大間原子力
発電所

秋田県の波源モデルによる最大水位上昇量

N

最大水位上昇量分布

2.27m

G領域 ⊿s=5m
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①防波堤開口部      
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２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル（１０／１０）
90

秋田県の波源モデルによる検討結果（下降側）

秋田県の波源モデル

波源 取水口スクリーン室前面における最大水位下降量

秋田県の
波源モデル

－2.22m

秋田県の波源モデルによる最大水位下降量

すべり量

水位時刻歴波形最大水位下降量分布

大間原子力
発電所

• 秋田県の波源モデルによる検討結果（下降側）は下表のとおりである。

－2.22m

G領域 ⊿s=5m

N
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「３．2011年東北地方太平洋沖地震を始めとするM9クラスの超巨大地震から得られた知見（P.91～P.133）」，
「４．三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波（P.134～P.172）」は次回以降ご説明予定



（余白）
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174

チリ沖の波源位置に関する敷地への津波の影響を把握するため，チリ沖に複数の波源モデルを設定
して,チリ沖に想定される地震に伴う津波の影響検討を実施した。

５．チリ沖に想定される地震に伴う津波の影響検討（１／５）
第627回審査会合
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５．チリ沖に想定される地震に伴う津波の影響検討（２／５）
175

チリ沖の波源位置に関する敷地への影響検討 ：既往研究

河田ほか（1998）（64）によると環太平洋地震帯上に1960年チリ地震をベースとした想定津波モデルを配置※し，数値計算により到達時
間・最大水位を評価した結果，北海道・東北地方（釧路・宮古）ではチリからの津波が最も大きくなる傾向にあるとされている。
※：対象とするNo.1～No.73の地域で実際に大地震が発生するかは別にして，初期波形のみを想定して，それによるわが国沿岸部への影響を調べたとされている。

河田ほか（1998）（64）による

チリ沖の波源位置
No.37～41

釧路

宮古

日本沿岸部における遠地津波の到達時間と最大水位
河田ほか（1998）（64）に一部加筆
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５．チリ沖に想定される地震に伴う津波の影響検討（３／５）
176

項 目 諸 元

位置（右図に対応） (37) (38) (39) (40) (41)※1

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Ｍｗ 9.4

長さ Ｌ （km） 800

幅 Ｗ （km） 150

すべり量 Ｄ （m） 28.8

剛性率 μ （N/m2） 5.0×1010

地震ﾓｰﾒﾝﾄMo（N・m） 1.73×1023

走向 θ （°）※2 2 10

上縁深さ d （km） １

傾斜角 δ （°） 10

すべり角 λ （°） 90

ライズタイムτ（s） ０

波源モデルのパラメータ

N

• チリ沖では，プレート境界約3000kmのうちＭ9.5規模の地震は
その南端に位置する1960年チリ地震の発生域で発生している。

• チリ沖の約3000㎞のプレート境界のうち，敷地へ及ぼす影響
の大きな波源位置を確認するため，河田ほか（1998）（64）と
同様の位置に波源モデルを設定して検討を実施した。

チリ沖の波源位置に関する敷地への影響検討 ：波源モデル

※1：基準波源モデルとして採用した1960年チリ地震津波の再現モデル
（修正K&Cモデル）

※2:(37)のケースのみ海溝軸に合わせて走向を変化させた

既往地震の発生位置

Melnick et al.(2009)（45）に一部加筆

チリ沖三重会合点

チリ・ペルー国境

約3000km

約550km

(41)

(40)

(39)

(38)

(37)

波源モデル位置 ( ):河田ほか（1998）（64）の波源位置
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５．チリ沖に想定される地震に伴う津波の影響検討（４／５）
177

波源位置に関する影響検討：敷地における影響評価結果（１／２）

(41)

(40)

(39)

(38)

(37)

波源モデル位置（修正K&CモデルMw=9.4）

• 敷地においては1960年チリ地震位置（41)のケースが水位上昇量，水位下降量ともに最大となり，基準波源モデルの配置箇
所である1960年チリ地震の発生位置に波源を設定する場合の影響が最も大きいことが確認された。

• よって，基準津波策定に係りチリ沖に想定される地震に伴う津波に関し実施した位置の検討範囲は妥当と考えられる。

敷地における最大水位変動量

(41)(40)(39)(38)(37)

波源位置 (37) (38) (39) (40) (41)

最大水位上昇量(m) 1.16 1.21 1.11 1.55 2.34

最大水位下降量(m) －1.28 －1.09 －1.01 －1.74 －2.79

(41)(40)(39)(38)(37)

（ ）：河田ほか(1998) （64）の波源位置

最大水位上昇量の比較

最大水位下降量の比較

－

－

－
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５．チリ沖に想定される地震に伴う津波の影響検討（５／５）
178

波源位置に関する影響検討：敷地における影響評価結果（２／２）

（ ）：河田ほか(1998) （64）の波源位置

最大水位上昇量分布

波源位置(39)

1.11m

波源位置(40)

1.55m

波源位置(41)

2.34m

最大水位下降量分布

波源位置(41)

－2.79m

波源位置(38)

－1.09m

波源位置(39)

－1.01m

波源位置(40)

－1.74m

波源位置(37)

1.16m

波源位置(38)

1.21m

波源位置(37)

－1.28m
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９．津波発生要因の組合せに関する検討

９-１．組合せ対象地すべりエリアの選定

９-２．線形足し合せ評価位置の検討

10．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性

10-１．検討方法

10-２．日本海側からの津波に対する検討

10-３．太平洋側からの津波に対する検討

10-４．まとめ

11．津波の伝播特性について

：次回以降ご説明予定
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津軽海峡内を対象として，防災科学研究所による地すべり地形分布図を整理した。

６-１．地すべり地形分布図（１／１５）
第627回審査会合

資料1-2 P.148再掲
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防災科学技術研究所（2009）（65）に一部加筆

・恵山周辺の海沿いに大きな地
すべり地形が複数ある。

恵山

６-１．地すべり地形分布図（２／１５）

津軽海峡内地すべり地形の抽出（１／１４）：地すべり地形分布図（北海道側・恵山）

第627回審査会合
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防災科学技術研究所（2009）（65）に一部加筆

・海沿いに大きな地すべり地形
はない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（２／１４）：地すべり地形分布図（北海道側・五稜郭）

６-１．地すべり地形分布図（３／１５）
第627回審査会合

資料1-2 P.150再掲
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防災科学技術研究所（2009）（65）に一部加筆

・函館山の海沿いに大きな地すべり
地形が複数ある。

函館山

津軽海峡内地すべり地形の抽出（３／１４）：地すべり地形分布図（北海道側・函館）

６-１．地すべり地形分布図（４／１５）
第627回審査会合
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・海沿いに大きな地すべり地形は
ない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（４／１４）：地すべり地形分布図（北海道側・木古内）

６-１．地すべり地形分布図（５／１５）

防災科学技術研究所（2009）（65）に一部加筆

第627回審査会合
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・涌元から小谷石周辺の海沿い
に大きな地すべり地形が複数
ある。

小谷石

涌元

津軽海峡内地すべり地形の抽出（５／１４）：地すべり地形分布図（北海道側・知内）

６-１．地すべり地形分布図（６／１５）

防災科学技術研究所（2009）（65）に一部加筆

第627回審査会合
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・海沿いに大きな地すべり地形は
ない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（６／１４）：地すべり地形分布図（北海道側・渡島福島）

６-１．地すべり地形分布図（７／１５）

防災科学技術研究所（2009）（65）に一部加筆

第627回審査会合
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・海沿いに大きな地すべり地形は
ない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（７／１４）：地すべり地形分布図（北海道側・松前）

６-１．地すべり地形分布図（８／１５）

防災科学技術研究所（2009）（65）に一部加筆

第627回審査会合
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防災科学技術研究所（2009）（66）に一部加筆

・海沿いに大きな地すべり地形は
ない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（８／１４）：地すべり地形分布図（青森県側・尻屋崎）

６-１．地すべり地形分布図（９／１５）
第627回審査会合

資料1-2 P.156再掲
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・海沿いに大きな地すべり地形は
ない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（９／１４）：地すべり地形分布図（青森県側・大畑）

６-１．地すべり地形分布図（１０／１５）

防災科学技術研究所（2009）（66）に一部加筆

第627回審査会合
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・海沿いに大きな地すべり地形は
ない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（１０／１４）：地すべり地形分布図（青森県側・大間）

６-１．地すべり地形分布図（１１／１５）

防災科学技術研究所（2009）（66）に一部加筆

第627回審査会合
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・願掛岩から長浜に至る海沿い
に大きな地すべり地形が複数
ある。

願掛岩

長浜

磯谷

津軽海峡内地すべり地形の抽出（１１／１４）：地すべり地形分布図（青森県側・佐井）

６-１．地すべり地形分布図（１２／１５）

防災科学技術研究所（2009）（66）に一部加筆

第627回審査会合
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・海沿いに大きな地すべり地形は
ない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（１２／１４）：地すべり地形分布図（青森県側・陸奥川内）

６-１．地すべり地形分布図（１３／１５）

防災科学技術研究所（1987）（67）に一部加筆

第627回審査会合
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・海沿いに大きな地すべり地形は
ない。

津軽海峡内地すべり地形の抽出（１３／１４）：地すべり地形分布図（青森県側・脇野沢）

６-１．地すべり地形分布図（１４／１５）

防災科学技術研究所（1987）（67）に一部加筆

第627回審査会合
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・岩崎沢周辺の海沿いに大き
な地すべり地形がある。

岩崎沢

津軽海峡内地すべり地形の抽出（１４／１４）：地すべり地形分布図（青森県側・竜飛崎）

６-１．地すべり地形分布図（１５／１５）

防災科学技術研究所（1987）（67）に一部加筆

第627回審査会合
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６-２．二層流モデルの適用性について（１／１１）

陸上の斜面崩壊に起因する津波の評価手法として，二層流モデルが適用可能であることを示すことを目的として，
Kawamata et al.(2005)（68）による二層流モデルを用いた津波の再現性評価の状況をまとめる。

検討方針

第627回審査会合
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• Kawamata et al.(2005)（68） による二層流モデルの基礎方程式は以下のとおりである。

【上層】

二層流モデル中の変数の定義

water

z
y

x

1η

1D

2ρ

1ρ

( )22 D=η

h
slide

土石の水中突入後

22
int vuufINTF erx += 22

int vuvfINTF ery +=

Kawamata et al.(2005)（１／３）

６-２．二層流モデルの適用性について（２／１１）
第627回審査会合
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• Kawamata et al.(2005)（68）では，二層流モデルを用いて陸上部から水中への土砂突入による津波実験を再現しており，水
中への突入前の土砂形状及び第一波の発生状況について良好に再現できたとされている。

水理模型実験施設

【模型の諸元】
水路長 ：8.0m
水路幅 ：0.4m
水深 ：0.6m
傾斜θ=30°,37°,45°の3ケース
実験砂 :粒径0.6mm，

密度2,600kg/m3 ，重量30kg

上：土砂厚の時間変化（③地点）
下：水位の時間変化（P1地点）

【計測器の配置】

Kawamata et al.（2005）（68）より

６-２．二層流モデルの適用性について（３／１１）

Kawamata et al.(2005)（２／３）

第627回審査会合
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• Kawamata et al.(2005)（68）では，二層流モデルを用いて，陸上から海域への連続した山体崩壊による1741年渡島大島火山
津波についてパラメータスタディによる再現計算を実施しており，中国地方から北海道にわたる既往津波高を良好に再現
するマニングの粗度係数は0.4であるとされている。

崩壊前後の地形データ
左：復元地形，右：崩壊後地形

海岸線

日本海側沿岸部の最高津波水位分布とnの関係

Kawamata et al.(2005)（68）に一部加筆

６-２．二層流モデルの適用性について（４／１１）

Kawamata et al.(2005)（３／３）

崩壊範囲は，陸上部から海中にわたる

渡島大島 渡島大島

第627回審査会合
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• Kawamata et al.（2005）（68）では二層流モデルを用いて，陸上部から水中への
土砂突入に関する津波実験及び既往津波（1741年渡島大島津波）の再現性検証が
行われている。

• したがって，同様の現象である陸上の斜面崩壊に起因する津波の評価手法として
Kawamata et al.(2005)（68）を参照した二層流モデルを適用することは妥当であ
ると考えられる。

６-２．二層流モデルの適用性について（５／１１）

まとめ

200
第627回審査会合
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• Kawamata et al.（2005）（68）のほかに，陸上の斜面崩壊，山体崩壊及び火山噴火に伴う火砕流に起因する津波評価
に二層流モデルを適用した検討事例を下表のとおり整理した。

• これらの文献について二層流モデルの適用に関する概要をまとめた（P.202～P.206）。

６-２．二層流モデルの適用性について（６／１１）

（参考） その他の検討事例（１／６）

事例（文献） 二層流モデル適用現象の分類

1741年渡島大島山体崩壊
（松本ほか，1998）（69） 陸上から海中への山体崩壊に伴う津波（P.202参照）

水理模型実験
（今村ほか，2001）（70） 陸上から水中への土砂突入に伴う津波（P.203参照）

鬼界カルデラ噴火
(Maeno and Imamura，2007)（71） 陸上から海中への火砕流突入に伴う津波（P.204参照）

1883年クラカタウ火山噴火
(Maeno and Imamura，2011)（72） 陸上から海中への火砕流突入に伴う津波（P.205参照）

1792年島原眉山崩壊
（栁澤ほか，2014）（73） 陸上から海中への山体崩壊に伴う津波（P.206参照）

二層流モデルの適用事例

第627回審査会合
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松本ほか（1998）（69）より

北海道南西海岸での計算値と実測値の比較

６-２．二層流モデルの適用性について（７／１１）

（参考） その他の検討事例（２／６）：松本ほか（1998）

• 松本ほか(1998)（69）は，二層流モデルを用いた津波発生モデルを開発し，1741年渡島大島火山津波の再現計算に二層流モ
デルを適用している。

• この際，現在の崩壊地形の中央火口丘（寛保岳）から北側の海岸線までを崩壊箇所と推定し，すべての崩壊物が海域へ流
れ込んだものと仮定して検討を行っている。

• また，二層流モデル及び既往モデル（土石流の流入時間変化をSINE関数で与えるモデル）による検討結果と痕跡調査結果
とを比較し，二層流モデルは，既往モデルに比べ良く波高分布を再現しているとしている。

第627回審査会合
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• 今村ほか（2001)（70）は，土砂突入による津波発生機構を解明することを目的として，陸上部から水中への土砂突入による
水理実験を実施して津波の発生過程を整理の上，二層流モデルの適用性について検討を実施している。

• 二層流モデルの適用性検討では，底面粗度係数n，水平拡散係数ν，界面抵抗係数finter に対してパラメータスタディを実
施し，妥当な係数値を推定している。

【模型の諸元】
水路長 ：8.0m
水路幅 ：0.4m
水深 ：0.6m
傾斜θ=30°,37°,45°の3ケース
実験砂 :密度2,600kg/m3 ，重量30kg

今村ほか（2001)（70）より

1次元水路実験装置

パラメータスタディの係数比較ケース

底面粗度係数の変化の影響（勾配30度，0.5s）

水平拡散係数の変化の影響（勾配30度，0.5s）

６-２．二層流モデルの適用性について（８／１１）

（参考） その他の検討事例（３／６）：今村ほか（2001）

界面抵抗係数の変化の影響（勾配30度，0.5s）

第627回審査会合
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• Maeno and Imamura（2007）（71）は，約7,300年前の鬼界カルデラ形成噴火時の
火砕流の海域突入に伴う津波について，二層流モデルにより数値計算を行って
いる。

• 火砕流の体積及び崩壊の継続時間を変化させた計算を実施し，周辺への津波の
影響について比較・検討を行っている。

Maeno and Imamura（2007）（71）より

鬼界カルデラの位置と火砕流発生源

火砕流の計算パラメータ

各モデルの火砕流の流量と最高津波高の関係（a,b,c,d）
大隅海峡における波形時刻歴の比較(e)
橘湾での水深平均流速の比較（f）

６-２．二層流モデルの適用性について（９／１１）

（参考） その他の検討事例（４／６）： Maeno and Imamura(2007)
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• Maeno and Imamura（2011）（72）は，1883年のクラカタウ火山噴火に伴う
津波の発生メカニズムについて，カルデラ崩壊・マグマ爆発・火砕流の３
ケースを仮定し，それぞれ数値計算を実施しており，そのうち火砕流に伴
う数値計算に二層流モデルを使用している。

• 数値計算結果とスンダ海峡沿岸にて噴火直後に得られた津波観測データと
を比較した結果，上記のうち火砕流による津波計算結果が観測データを良
好に再現しており，同津波発生の最も合理的メカニズムとしては5km3以上
の火砕流の海域突入と考えられるとしている。

Maeno and Imamura（2011）（72）より火砕流発生源モデル

二層流モデル
(a)火砕流密度が水よりも大きい場合（DPF）
(b)火砕流密度が水よりも小さい場合（LPF）

火砕流の計算パラメータ

観測記録(a)と計算結果(b)の比較
(a)の破線は既往研究で推定されたもの

６-２．二層流モデルの適用性について（１０／１１）

（参考） その他の検討事例（５／６）： Maeno and Imamura(2011)
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• 栁澤ほか（2014）（73）は，二層流モデルの土塊層に土質パラメータを考慮したモデルを構築し，同モデルの妥当性検証と
して1792年の眉山崩壊による有明海津波の再現計算を実施している。

• まず，津波の発生と伝播に大きく寄与すると考えられる海域における定常状態のせん断強さτss及び界面抵抗係数finterに
ついてパラメータスタディを実施して崩壊範囲の比較を実施している。

• その後，崩壊範囲の再現性が確認できたケースを対象に，津波解析を実施し，シミュレーション結果は津波痕跡高の分布
傾向をよく再現できたとしている。

栁澤ほか（2014）(73）より

眉山崩壊による堆積範囲とシミュレーションの比較
津波痕跡高とシミュレーションの比較

６-２．二層流モデルの適用性について（１１／１１）

（参考） その他の検討事例（６／６）：栁澤ほか（2014）

眉山の地形図
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津軽海峡内の海底地形の内，急傾斜部における海底地すべりの有無を確認することを目的
とし，急傾斜部を対象とした地形判読を実施した。

７-１．急傾斜部を対象とした地形判読（１／３）
第627回審査会合

資料1-2 P.176再掲



７-１．急傾斜部を対象とした地形判読（２／３）

・津軽海峡内の海底地形の内，急傾斜部※を対象とし，海底地すべり地形の有無を確認した。
・津軽海峡内の海底地形図及び海底地形勾配図より，急傾斜部が分布する範囲は，大間崎北方沖から風間浦村沖にわたる海域及

び竜飛崎の北方沖である。

津軽海峡内海底地形図
（海底地形データM7000シリーズ）

209

津軽海峡内海底地すべり地形の抽出【ステップ１】：急傾斜部の海底地形判読（１／２）

津軽海峡内海底地形勾配図
（海底地形データM7000シリーズ）

等高線コンターが
密な範囲

凡 例

※津軽海峡内に比較的局所的に分布する海底勾配10°以上の箇所を急傾斜部とみなした。

竜飛崎

第627回審査会合

資料1-2 P.177再掲



７-１．急傾斜部を対象とした地形判読（３／３）

・津軽海峡内の海底地形の急傾斜部に対して，海底地すべりの可能性がある地形判読基準に基づき，詳細に地形判読を実施
し，地すべり地形の有無を確認した。

・その結果，急傾斜部にMs－３は重なるが，それ以外の海底地すべりの可能性がある地形は認められなかった。

大間崎北方沖から風間浦村沖 海底地形図

津軽海峡内海底地すべり地形の抽出【ステップ１】：急傾斜部の海底地形判読（２／２）

ポイント 典型的特徴

地形
・地すべり地形としては滑落崖とその下部にある地すべり土塊（滑落土塊）が対をなす。
・陸上の地すべりに比べて，大規模，薄く広がる傾向がある。薄く広がるケースでは土塊は認定しにくいので滑落崖だけを認定する。

滑落崖

・馬蹄形，半円形，コの字形の平面形で，斜面下方へ開く急斜面。
・急斜面は平面的に出入りがなくスムースな形状で，傾斜も一定傾向。
・下方に地すべり土塊が対をなして存在すると確実度が上がる。

地すべり土塊
・滑落崖の下部にある扇状地状，舌状の高まり及び台地状を呈す。
・典型的な場合には，土塊の表面に不規則な凹凸，低崖，凹地があり，全体として上に凸形の斜面を呈す。

海底地すべりの可能性がある地形判読基準
：海底勾配10°以上の箇所

【Ms-３を除いた確認結果】

（滑落崖）：急傾斜部には，滑落崖の可能性がある馬蹄形の崖などの地形はない。

（地すべり土塊）：急傾斜部の下部周辺は，相対的に緩斜面であり，そこには扇状地状，舌状の高まり，及び台地状の地形はない。

急傾斜部の下部周辺には，不規則な凹凸，低崖及び凹地が認められる斜面はない。

竜飛崎沖 海底地形図
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竜飛崎

大間崎
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