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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（補足説明資料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。

補足説明資料
P.53～P.77

P.1～P.73
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○ 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。

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。
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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.S5-39１．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㎜）



ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

大間平地点の調査位置図
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２－１．OM１地点（１／１０）： ボーリング調査位置

OM１

• OM１地点ではボーリング孔を５孔掘削した。
• OM１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.４～P.12に示す。

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（１／２８）



1m

統合ボーリングコア写真

２－１．OM１地点（２／１０）：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

層厚(cm) 層相

Eom① 6 砂～礫層

AD1470～1650
AD1650～1950

14C
年
代

珪
藻
化
石

Eom①

Eom①
0m

1m

2m

• 主に，盛土，腐植土層，砂層及び礫層からなり，深度1.4ｍ付近の細粒層
（腐植土層）中に１層準のイベント堆積物（Eom①層）が認められる。

• イベント堆積物Eom①層は，細粒層（腐植土層）に挟在する礫層であり，下
端部には砂粒子を伴う。礫層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。

• ボーリング孔の堀止めは，基盤の泥岩に達するまでとした。

Eom①

(孔口標高：EL.＋2.50m）
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[6/70]

[39/63]

統合X線CTスキャン画像
（イベント堆積物を含む区間）

統合柱状図

第467回審査会合

机上配布資料3 P.3一部修正

コメントNo.S5-39

1m0m

1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（２／２８）



２－１．OM１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
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• OM１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0.00ｍ～2.00ｍについては，唯一，イベント堆積
物Eom①層を挟在するOM１-５孔を選定した。

• 選定区間②の深度2.00ｍ～3.00ｍについては，唯一，堆積層（礫
層）が確認できるOM１-４孔を選定した。

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

イベント堆積物

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（３／２８）

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 OM１-５孔

あり

② OM１-４孔

（連続性の良いコアを優先的に抽出※２ ）

※１ OM１地点の５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。

0    1      2      3      4     5     6

OM１ 0 ～ 3 OM１-１ P.8を参照。

OM１-２ P.9を参照。

OM１-３ P.10を参照。

OM１-４ P.11を参照。

OM１-５ P.12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

①

②

※１

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか


Sheet1 (5)

																																																43264

				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.1.0

				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						箱数 ハコ スウ		箱数 ハコ スウ		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						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		1		3		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		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		1		3		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） 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

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

										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

								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						OM１		0		～		3		5		OM１-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.8を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		OM１-２														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.9を参照。

																		OM１-３														ERROR:#REF!		1		～		2		1				P.10を参照。

																		OM１-４														ERROR:#REF!		1		～		2		1				P.11を参照。

																		OM１-５														ERROR:#REF!		2		～		3		1				P.12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









1004審査資料確認ver2

																																																				43304





		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
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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						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!





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

OM１-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

腐植土層 礫層盛土

OM１-３孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

腐植土層

泥岩盛土 礫層

OM１-１孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土 礫層腐植土層礫層

OM１-４孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土 腐植土層 礫層

２－１．OM１地点（４／１０）： OM１-１～OM１-５孔のボーリングコア対比写真（１／２）： 深度０ｍ～２ｍ

コメントNo.S5-39 6２．リカバリー孔について 大間平地点（４／２８）

OM１-５孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土 腐植土層

礫層

腐植土層

Eom①

選定区間①

• 選定区間①の深度0.00ｍ～2.00ｍについては，唯一，細粒層（腐植土層）中にイベント堆積物Eom
①層の礫層を挟在するOM１-５孔を選定した。

• なお，OM１-１孔では，盛土の下位の深度1.32ｍ～1.44ｍの礫層が，イベント堆積物か盛土かの判
断が付かないため，リカバリー孔（OM１-２孔～OM１-５孔）を掘削した※１ 。

※１ 盛土の下位の深度1.32ｍ～1.44ｍの礫層は，OM１-５孔の
同層準にイベント堆積物Eom①が認められるため，イベント
堆積物の可能性がある。

1.32m 1.44m



OM１-２孔

３ｍ２m

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

OM１-１孔

３ｍ２m

泥岩

OM１-３孔

３ｍ２ｍ

泥岩

OM１-４孔

３m２ｍ

泥岩礫層

OM１-５孔

３ｍ２m

• 深度2.00ｍ～3.00ｍの選定区間②については，唯一，堆積層（礫
層）を確認できるOM１-４孔を選定した。

２－１．OM１地点（５／１０）： OM１-１～OM１-５孔のボーリングコア対比写真（２／２）： 深度２ｍ～３ｍ

コメントNo.S5-39 7２．リカバリー孔について 大間平地点（５／２８）

選定区間②



ボーリングコア写真

柱状図

0m

1m

2m

(孔口標高：EL.＋2.50m）

8

• OM１-１孔では，深度1.44ｍ～1.79ｍに細粒層（腐植土層）を確認し
ているが，イベント堆積物は認められない。

２－１．OM１地点（６／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM１-１孔）

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（６／２８）

1m0m



0m

1m

2m

9

• OM１-２孔※１では，深度1.25ｍ～1.50ｍ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。

２－１．OM１地点（７／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM１-２孔） 柱状図

(孔口標高：EL.＋2.50m）

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（７／２８）

ボーリングコア写真
1m0m

※１ OM１-２孔は，OM１-１孔の盛土の下位の礫層がイベント堆積物か盛土かの判断が付かないた
め掘削した。



0m

1m

2m

10

• OM１-３孔※１では，コア欠損のため，他のボーリング孔で認められ
る細粒層（腐植土層）が認められない。

２－１．OM１地点（８／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM１-３孔） 柱状図

(孔口標高：EL.＋2.50m）

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（８／２８）

ボーリングコア写真
1m0m

※１ OM１-３孔は，OM１-２孔で細粒層（腐植土層）のコアの連続性が悪いため掘削した。



0m

1m

2m

11

• OM１-４孔※１では，深度1.33ｍ～1.94ｍ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。

２－１．OM１地点（９／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM１-４孔） 柱状図

(孔口標高：EL.＋2.50m）

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（９／２８）

ボーリングコア写真
統合ボーリングコア選定区間 1m0m

※１ OM１-４孔は，OM１-２孔及びOM１-３孔で細粒層（腐植土層）のコアの連続性が悪いため掘削した。



0m

1m

2m

(孔口標高：EL.＋2.50m）

12

Eom①

• OM１-５孔※１では，深度1.15ｍ～2.00ｍに細粒層（腐植土層）の一
部が確認され，イベント堆積物の礫層が認められる。

２－１．OM１地点（１０／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM１-５孔） 柱状図

２．リカバリー孔について 大間平地点（１０／２８） コメントNo.S5-39

ボーリングコア写真
統合ボーリングコア選定区間 1m0m

※１ OM１-５孔は，OM１-４孔の細粒層（腐植土層）の上端付近のコアの連続性が悪いため掘削した。



13

大間平地点の調査位置図

２－２．OM２地点（１／７）： ボーリング調査位置

• OM２地点ではボーリング孔を２孔掘削した。
• OM２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.14～P.19に示す。

OM２

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.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（１１／２８）



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礫層が認められ，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，基盤の泥岩に達するまでとした。

14
第467回審査会合

机上配布資料3 P.5 一部修正

※
統合柱状図

(孔口標高：EL.＋2.59m）

２－２．OM２地点（２／７）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真

1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（１２／２８）

コメントNo.S5-39
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0    1      2      3      4     5     6

OM２ 0 ～ 2.7 OM２-１ P.18を参照。

OM２-２ P.19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

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• OM２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0.00ｍ～2.70ｍについては，細粒層（腐植土
層）が欠損なく採取されているOM２-２孔を選定した。

①

２－２．OM２地点（３／７）： ボーリングコアリスト及び重複区間の選定フロー

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（１３／２８）

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

① OM２-２孔

（連続性の良いコアを優先的に抽出※２ ）

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか

※１

※１ OM２地点の２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。
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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						箱数 ハコ スウ		箱数 ハコ スウ		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						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		1		3		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		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		1		3		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） 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

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

										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

								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						OM２		0		～		2.7		2		OM２-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.18を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		OM２-２														ERROR:#REF!		2		～		3		1				P.19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









1004審査資料確認ver2

																																																				43304





		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
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２－２．OM２地点（４／７）： OM２-１～OM２-２孔のボーリングコア対比写真（１／２）： 深度０ｍ～２ｍ

OM２-１孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

OM２-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土 泥岩腐植土層

腐植土層 有機質礫層盛土

腐植土層

有機質礫層

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• 選定区間①の深度0.00ｍ～2.00ｍについては，細粒層（腐植土層）を欠損なく挟在するOM２-２孔
を選定した。

コメントNo.S5-39 16２．リカバリー孔について 大間平地点（１４／２８）

選定区間①



OM２-１孔

３ｍ２m

OM２-２孔

３ｍ２m 2.70m

泥岩

有機質
礫層

泥岩

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

２－２．OM２地点（５／７）： OM２-１～OM２-２孔のボーリングコア対比写真（２／２）： 深度２ｍ～３ｍ

コメントNo.S5-39 17２．リカバリー孔について 大間平地点（１５／２８）

選定区間①

• 選定区間①の深度2.00ｍ～2.70ｍについては，細粒層（腐植土層）を欠損なく挟在するOM２-２孔
を選定した。



0m

1m

2m
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• OM２-１孔では，深度0.95ｍ～1.30ｍ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。

２－２．OM２地点（６／７）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM２-１孔）
(孔口標高：EL.＋2.59m）

柱状図

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（１６／２８）

ボーリングコア写真
1m0m



0m

1m

2m
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統合ボーリングコア選定区間

２－２．OM２地点（７／７）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM２-２孔）

• OM２-２※１孔では，深度1.49ｍ～1.85ｍ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.＋2.59m）

柱状図

コメントNo.S5-39２．リカバリー孔について 大間平地点（１７／２８）

ボーリングコア写真
1m0m

※１ OM２-２孔は，OM２-１孔のコア欠損区間（深度1.30ｍ～1.50ｍ）のコアを採取するため掘削した。



大間平地点の調査位置図
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２－３．OM４地点（１／１１）： ボーリング調査位置

OM４

ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

• OM４地点ではボーリング孔を６孔掘削した。
• OM４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.21～P.30に示す。

２．リカバリー孔について 大間平地点（１８／２８） コメントNo.S5-39



2m

AD1305～1420
AD1485～1650Eom②

イベント
堆積物

層厚(cm) 層相

Eom② 3 砂層
Eom②

0m

1m

2m

3m

Eom②

14C
年
代

珪
藻
化
石

統合ボーリングコア写真
(孔口標高：EL.＋3.20m）

[0/125]

• 主に，盛土，腐植土層及び有機質礫層からなり，深度2.1ｍ付近の細粒層
（腐植土層）中に1層準のイベント堆積物（Eom②層）が認められる。

• イベント堆積物Eom②は，細粒層（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。

• 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。

統合X線CTスキャン画像
（イベント堆積物を含む区間）
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２－３．OM４地点（２／１１）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真
統合柱状図

第467回審査会合

机上配布資料3 P.7一部修正

コメントNo.S5-39

1m0m

1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（１９／２８）



② OM４-５孔
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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 OM４-５孔 ③ OM４-６孔

あり

２－３．OM４地点（３／１１）： ボーリングコアリスト及び重複区間の選定フロー

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

イベント堆積物（連続性の良いコアを優先的に抽出※２ ）

• OM４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1.90ｍ～3.60ｍについては，唯一，イベント堆
積物Eom②を挟在するOM４-５孔を選定した。

• 選定区間②の深度0.00ｍ～1.00ｍについては，いずれも盛土のた
め，選定区間①と同じOM４-５孔を優先して選定した。

• 選定区間③の深度1.00ｍ～1.90ｍについては，細粒層（腐植土
層）が連続して確認できるOM４-６孔を選定した。

２．リカバリー孔について 大間平地点（２０／２８） コメントNo.S5-39

0    1      2      3      4     5     6

OM４ 0 ～ 4 OM４-１ P.25を参照。

OM４-２ P.26を参照。

OM４-３ P.27を参照。

OM４-４ P.28を参照。

OM４-５ P.29を参照。

OM４-６ P.30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

※１

※１ OM４地点の６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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				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.1.0

				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						箱数 ハコ スウ		箱数 ハコ スウ		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						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		1		3		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		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		1		3		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） 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

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

										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

								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						OM４		0		～		4		6		OM４-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.25を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		OM４-２														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.26を参照。

																		OM４-３														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.27を参照。

																		OM４-４														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.28を参照。

																		OM４-５														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.29を参照。

																		OM４-６														ERROR:#REF!		2		～		3		1				P.30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
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										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
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										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
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										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
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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）
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大間層(atf) オオマ ソウ
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						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
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				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
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				コア箱合計 ハコ ゴウケイ												71
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OM４-６孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

腐植土層盛土

OM４-１孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

OM４-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ
砂層

腐植土層
盛土 盛土

腐植土層

OM４-４孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

腐植土層盛土 有機質礫層

OM４-３孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

腐植土層盛土

腐植土層

OM４-５孔

１ｍ ２ｍ０ｍ 1.90m

盛土 盛土

２－３．OM４地点（４／１１）： OM４-１～OM４-６孔のボーリングコア対比写真（１／２）： 深度０ｍ～２ｍ

２．リカバリー孔について 大間平地点（２１／２８） コメントNo.S5-39

選定区間② 選定区間①

選定区間③

• 選定区間②の深度0.00m～1.00mについては，いずれも盛土のため，選定区間①と同じOM４-５孔を優先して選定した。
• 選定区間③の深度１.00m～1.90mについては，細粒層（腐植土層）が連続して確認できるOM４-６孔を選定した。
• なお，OM４-２孔では，深度約1.9ｍの細粒層（腐植土層）中の砂層がイベント堆積物か否かの判断が付かないため，リカバリー孔（OM４-３～

OM４-６孔）を掘削した※１。

※１ 深度約1.9ｍの細粒層（腐植土層）中の砂
層は，OM４-６孔の同層準の細粒層（腐植
土層）中にイベント堆積物が認められない
ため，イベント堆積物ではないと判断した。
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OM４-６孔

３ｍ２m

腐植土層

有機質礫層有機質礫層

2.80m

OM４-３孔

３ｍ２ｍ

OM４-４孔

３m２ｍ

OM４-１孔

３ｍ ４ｍ２ｍ

盛土 有機質礫層 凝灰岩
腐植土層

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

OM４-２孔

３ｍ２m
2.66m

腐植土層 有機質礫層

OM４-５孔

３ｍ ４ｍ２ｍ

腐植土層

砂層

腐植土層 有機質礫層 凝灰岩

Eom②

• 選定区間①の深度2.00ｍ～3.60ｍについては，唯一，細粒層（腐植土層）中
にイベント堆積物Eom②の砂層を挟在するOM４-５孔を選定した。

２－３．OM４地点（５／１１）： OM４-１～OM４-６孔のボーリングコア対比写真（２／２）： 深度２ｍ～４ｍ

２．リカバリー孔について 大間平地点（２２／２８） コメントNo.S5-39

3.60m

選定区間①



0m

1m

2m

3m
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統合ボーリングコア選定区間

２－３．OM４地点（６／１１）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM４-１孔） 柱状図

• OM４-１孔では，深度2.15ｍ～2.25ｍ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.＋3.20m）
ボーリングコア写真

1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（２３／２８） コメントNo.S5-39



0m

1m

2m

3m
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２－３．OM４地点（７／１１）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM４-２孔） 柱状図

• OM４-２孔※１では，深度1.79ｍ～2.12ｍ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.＋3.20m）
ボーリングコア写真

1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（２４／２８） コメントNo.S5-39

※１ OM４-２孔は，OM４-１孔の欠損区間（深度1.39ｍ～2.15ｍ）のコアを採取するため掘削した。



0m

1m

2m

3m
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柱状図２－３．OM４地点（８／１１）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM４-３孔）

• OM４-３孔※１では，深度1.08ｍ～1.22ｍ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.＋3.20m）ボーリングコア写真
1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（２５／２８） コメントNo.S5-39

※１ OM４-３孔は，OM４-２孔の深度約1.9ｍの細粒層（腐植土層）中の砂層と同層準の細粒層（腐
植土層）のコアを採取するため掘削した。



0m

1m

2m

3m
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柱状図２－３．OM４地点（９／１１）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM４-４孔）

• OM４-４孔※１では，深度1.39ｍ～1.55ｍ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.＋3.20m）
ボーリングコア写真

1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（２６／２８） コメントNo.S5-39

※１ OM４-４孔は，OM４-２孔の深度約1.9ｍの細粒層（腐植土層）中の砂層と同層準の細粒層（腐
植土層）のコアを採取するため掘削した。



0m

1m

2m
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Eom②

統合ボーリングコア選定区間

柱状図２－３．OM４地点（１０／１１）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM４-５孔）

• OM４-５孔※１では，深度1.90ｍ～2.25ｍに細粒層（腐植土層）の一
部が確認され，イベント堆積物の砂層が認められる。

(孔口標高：EL.＋3.20m）
ボーリングコア写真

1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（２７／２８） コメントNo.S5-39

※１ OM４-５孔は，OM４-２孔の深度約1.9ｍの細粒層（腐植土層）中の砂層と同層準の細粒層（腐
植土層）のコアを採取するため掘削した。



0m

1m

2m

3m
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統合ボーリングコア選定区間

柱状図２－３．OM４地点（１１／１１）： 柱状図及びボーリングコア写真（OM４-６孔）
(孔口標高：EL.＋3.20m）

ボーリングコア写真
1m0m

２．リカバリー孔について 大間平地点（２８／２８） コメントNo.S5-39

※１ OM４-６孔は，OM４-５孔の細粒層（腐植土層）の上端付近の連続性が悪いため掘削した。

• OM４-６孔※１では，深度1.58ｍ～2.00ｍ，2.13ｍ～2.19ｍに細粒層
（腐植土層）の一部が確認されるが，イベント堆積物は認められな
い。



奥戸地点の調査位置図
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OK４

ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

３－１．OK４地点（１／１０）： ボーリング調査位置

• OK４地点ではボーリング孔を４
孔掘削した。

• OK４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.32～
P.40に示す。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（１／４３） コメントNo.S5-39



BC5480～5320

BC5890～5730

BC6070～5980

BC6410～6230

0m

1m

2m

5m

4m

3m

14C
年
代

珪
藻
化
石

(孔口標高：EL.＋1.91m）

[70/209]

[18/216]

[19/207]

[24/218]

• 主に礫層，砂層及び有機質シルト層からなり，深度4.5ｍ付近の細粒層
（細粒な有機質砂層）中に１層準のイベント堆積物が認められる。

• なお，本イベント堆積物は本孔のみで認められ，付近への連続性は認め
られない。

• 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。
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第467回審査会合

机上配布資料3 P.23 一部修正３．リカバリー孔について 奥戸地点（２／４３）

統合ボーリングコア写真

統合柱状図３－１．OK４地点（２／１０）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真

1m0m

コメントNo.S5-39



33３．リカバリー孔について 奥戸地点（３／４３）

0    1      2      3      4     5     6

OK４ 0 ～ 6 ＯＫ４-１ P.37を参照。

ＯＫ４-２ P.38を参照。

ＯＫ４-３ P.39を参照。

ＯＫ４-４ P.40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

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• OK４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2.52ｍ～6.00ｍについては，唯一，イベント堆積物を
挟在するOK４-１孔を選定した。

• 選定区間②の深度2.31ｍ～2.52ｍについては，細粒層（有機質シルト層）
を挟在するOK４-３孔を選定した。

• 選定区間③の深度1.81ｍ～2.31ｍについては，唯一，細粒層（有機質シ
ルト層）を挟在するOK４-４孔を選定した。

• 選定区間④の深度1.23ｍ～1.81ｍについては，他孔とほぼ同じ堆積物の
構成からなるため，選定区間①と同じOK４-１孔を選定した。

• 選定区間⑤の深度0.72m～1.23mについては，他孔と同じ堆積層（礫層）
からなるが，コアの連続性が良いOK４-３孔を選定した。

• 選定区間⑥の深度0.00m～0.72mについては，他孔とほぼ同じ堆積物の
構成からなるため，選定区間①と同じOK４-１孔を選定した。

３－１．OK４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

コメントNo.S5-39

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 OK４-１孔

あり

② OK４-３孔
③ OK４-４孔
④ OK４-１孔
⑤ OK４-３孔
⑥ OK４-１孔

（連続性の良いコアを優先的に抽出※２ ）

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか

※１

①

②

③

④

⑤

⑥

イベント堆積物

※１ OＫ４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。
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										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						OK４		0		～		6		4		ＯＫ４-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.37を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		ＯＫ４-２														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.38を参照。

																		ＯＫ４-３														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.39を参照。

																		ＯＫ４-４														ERROR:#REF!		2		～		3		1				P.40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















































































1004審査資料確認
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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
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								IT-18		33		～		36		1		sF-1断層（35.65m：lltf/alt） ダンソウ
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0.72m 1.23m 1.81m

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

OK４-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

礫層盛土

OK４-１孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

礫層盛土 砂層礫層有機質礫層

OK４-３孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

盛土 礫層有機質
シルト層

礫層 有機質
礫層

OK４-４孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

礫層 砂層

• 選定区間⑥の深度0.00ｍ～0.72ｍについては，礫層，有機質礫層等，他孔とほぼ同じ堆積物の構成からなるため，選定区
間①と同じOK４-１孔を選定した。

• 選定区間⑤の深度0.72ｍ～1.23ｍについては，他孔と同じ礫層からなるが，コアの連続性が良いOK４-３孔を選定した。
• 選定区間④の深度1.23ｍ～1.81ｍについては，礫層等，他孔とほぼ同じ堆積物の構成からなるため，選定区間①と同じOK
４-１孔を選定した。

• 選定区間③の深度1.81ｍ～2.00ｍについては，唯一，細粒層（有機質シルト層）を挟在するOK４-４孔を選定した。
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３－１．OK４地点（４／１０）： OK４-１～OK４-４孔のボーリングコア対比写真（１／３）： 深度０ｍ～２ｍ

コメントNo.S5-39３．リカバリー孔について 奥戸地点（４／４３）

選定区間⑥ 選定区間④

選定区間⑤

選定区間③
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礫層 有機質シルト層

礫層 礫層有機質シルト層

礫層 砂層砂層 有機質シルト層

有機質シルト層 • 選定区間①の深度2.52ｍ～4.00ｍについては，唯一，細粒層（細粒な有機質砂層）中にイベント堆積物の砂層
を挟在するOK４-１孔を選定した。

• 選定区間②の深度2.31ｍ～2.52ｍについては，細粒層（有機質シルト層）を挟在するOK４-３孔を選定した。
• 選定区間③の深度2.00ｍ～2.31ｍについては，唯一，細粒層（有機質シルト層）を挟在するOK４-４孔を選定し
た。
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３－１．OK４地点（５／１０）： OK４-１～OK４-４孔のボーリングコア対比写真（２／３）： 深度２ｍ～４ｍ

コメントNo.S5-39３．リカバリー孔について 奥戸地点（５／４３）
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砂層

• 選定区間①の深度4.00ｍ～6.00ｍについては，唯一，細粒層（細粒
な有機質砂層）中にイベント堆積物の砂層を挟在するOK４-１孔を選
定した。
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３－１．OK４地点（６／１０）： OK４-１～OK４-４孔のボーリングコア対比写真（３／３）： 深度４ｍ～６ｍ

コメントNo.S5-39３．リカバリー孔について 奥戸地点（６／４３）

選定区間①



0m

1m

2m

5m

4m

3m

(孔口標高：EL.＋1.91m）
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統合ボーリングコア選定区間
ボーリングコア写真

３－１．OK４地点（７／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK４-１孔） 柱状図

コメントNo.S5-39３．リカバリー孔について 奥戸地点（７／４３）

1m0m

• OK４-１孔では，深度2.52ｍ～2.93ｍ，3.56m～4.55ｍに細粒層（有
機質シルト層及び細粒な有機質砂層）が確認され，このうち下部の
細粒層中にイベント堆積物の砂層が認められる。
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(孔口標高：EL.＋1.91m）
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３－１．OK４地点（８／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK４-２孔） 柱状図

ボーリングコア写真

コメントNo.S5-39３．リカバリー孔について 奥戸地点（８／４３）

• OK４-２孔※１では，深度4.00ｍ～5.24ｍに細粒層（細粒な有機質砂
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。

※１ OK４-２孔は，OK４-１孔のコア欠損区間（深度0.72ｍ～1.23ｍ，1.81ｍ～2.52ｍ）のコアを採取す
るため掘削した。

1m0m



柱状図
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(孔口標高：EL.＋1.91m）
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統合ボーリングコア選定区間

３－１．OK４地点（９／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK４-３孔）

ボーリングコア写真

コメントNo.S5-39３．リカバリー孔について 奥戸地点（９／４３）

1m0m

• OK４-３孔※１では，深度2.23ｍ～3.72ｍに細粒層（有機質シルト層）
を確認しているが，イベント堆積物は認められない。

※１ OK４-３孔は，OK４-１孔及びOK４-２孔のコア欠損区間（深度1.81ｍ～2.00ｍ）のコアを採取す
るため掘削した。



柱状図
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統合ボーリングコア選定区間

３－１．OK４地点（１０／１０）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK４-４孔）

コメントNo.S5-39３．リカバリー孔について 奥戸地点（１０／４３）

ボーリングコア写真
1m0m

• OK４-４孔※１では，深度2.03ｍ～2.31ｍに細粒層（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。

※１ OK４-４孔は，OK４-１孔～OK４-３孔のコア欠損区間（深度1.81ｍ～2.00ｍ）のコアを採取するた
め掘削した。



奥戸地点の調査位置図
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OK６

ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

３－２．OK６地点（１／８）： ボーリング調査位置

• OK６地点ではボーリング孔を２
孔掘削した。

• OK６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.42～
P.48に示す。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（１１／４３） コメントNo.S5-39
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(孔口標高：EL.＋2.27m）

[17/117]

[8/127]

[8/118]

• 主に，礫層，砂層及び有機質シルト層からなり，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，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。
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統合ボーリングコア写真

統合柱状図３－２．OK６地点（２／８）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真

３．リカバリー孔について 奥戸地点（１２／４３）

1m0m

コメントNo.S5-39
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0    1      2      3      4     5     6

OK６ 0 ～ 6 ＯＫ６-１ P.47を参照。

ＯＫ６-２ P.48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

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• OK６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0.00ｍ～2.21ｍについては，同じ堆積層（礫
層）からなるが，連続性の良いOK６-１孔を選定した。

• 選定区間②の深度2.21ｍ～3.65ｍについては，同じ堆積層（砂
層）からなるが，その下位の細粒層（有機質シルト層）の上端境界
を連続したコアで確認できるOK６-２孔を選定した。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（１３／４３） コメントNo.S5-39

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

① OK６-１孔
② OK６-２孔

（連続性の良いコアを優先的に抽出※２ ）

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか

※１

３－２．OK６地点（３／８）： ボーリングコアリスト及び重複区間の選定フロー

①

②

※１ OＫ６地点の２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。
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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						箱数 ハコ スウ		箱数 ハコ スウ		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						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		1		3		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		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		1		3		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） 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

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

										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

								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						OK６		0		～		6		2		ＯＫ６-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.47を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		ＯＫ６-２														ERROR:#REF!		2		～		3		1				P.48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















































































1004審査資料確認

																																																				43304





				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
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				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
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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
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										114		～		117		1		易国間層下部層M1,L層準（blv,dltf）
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易国間層下部層L層準（alt）
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				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
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										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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Sheet3







OK６-１孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

OK６-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

３－２．OK６地点（４／８）： OK６-１～OK６-２孔のボーリングコア対比写真（１／３）： 深度０ｍ～２ｍ

砂層盛土 砂層礫層 礫層

44３．リカバリー孔について 奥戸地点（１４／４３） コメントNo.S5-39

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

選定区間①

• 選定区間①の深度0.00m～2.00mについては，重複区間がないた
め， OK６-１孔を選定した。



2.21m 3.65m

OK６-１孔

３ｍ ４ｍ２ｍ

OK６-２孔

３ｍ ４ｍ２ｍ

砂層（有機質シルト層挟む）礫層 有機質
シルト層礫層

砂層 有機質
シルト層

礫層 有機質シルト層砂層

• 選定区間①の深度2.00ｍ～2.21ｍについては，同じ堆積層（礫層）
からなるが，連続性の良いOK６-１孔を選定した。

• 選定区間②の深度2.21ｍ～3.65ｍについては，ほぼ同じ堆積層
（砂層）からなるが，砂層の下位の細粒層（有機質シルト層）の上
端境界を連続したコアで確認できるOK６-２孔を選定した。

• 深度3.65ｍ～6.00ｍについては，欠損区間がなく，重複区間がな
いため，OK６-１孔を選定した。

45３．リカバリー孔について 奥戸地点（１５／４３） コメントNo.S5-39

３－２．OK６地点（５／８）： OK６-１～OK６-２孔のボーリングコア対比写真（２／３）： 深度２ｍ～４ｍ

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

選定区間①

選定区間②



OK６-１孔

５ｍ ６ｍ４ｍ

OK６-２孔

５ｍ ６ｍ４ｍ

砂層 砂層礫層有機質シルト層（砂層を挟む）

46３．リカバリー孔について 奥戸地点（１６／４３） コメントNo.S5-39

３－２．OK６地点（６／８）： OK６-１～OK６-２孔のボーリングコア対比写真（３／３）： 深度４ｍ～６ｍ

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• 深度4.00ｍ～6.00ｍについては，欠損区間がなく，重複区間がないため，OK６-１孔
を選定した。



柱状図

0m

1m

2m

5m

4m

3m

(孔口標高：EL.＋2.27m）
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統合ボーリングコア選定区間

３．リカバリー孔について 奥戸地点（１７／４３） コメントNo.S5-39

1m0m

３－２．OK６地点（７／８）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK６-１孔）

ボーリングコア写真

• OK６-１孔では，深度3.67ｍ～4.48ｍに細粒層（有機質シルト層）を
確認しているが，イベント堆積物は認められない。



0m

1m

2m

5m

4m

3m

(孔口標高：EL.＋2.27m）
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統合ボーリングコア選定区間

３．リカバリー孔について 奥戸地点（１８／４３） コメントNo.S5-39

1m0m

３－２．OK６地点（８／８）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK６-２孔）

ボーリングコア写真

• OK６-２孔※１では，礫層，砂層及び有機質シルト層が確認され，細
粒層（有機質シルト層）が欠損している。

柱状図

※１ OK６-２孔は，OK６-１孔のコア欠損区間（深度2.21ｍ～3.00ｍ）のコアを採取するため掘削した。



奥戸地点の調査位置図

49

OK８

ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

３－３．OK８地点（１／８）： ボーリング調査位置

• OK８地点ではボーリング孔を２
孔掘削した。

• OK８地点の統合柱状図，統合
ボーリングコア写真，元となった
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.50～P.56に示す。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（１９／４３） コメントNo.S5-39



0m

1m

2m

5m

4m

3m

• 主に，礫層，砂層及び有機質シルト層からなり，深度2.9ｍ付近の細粒層
（有機質シルト層及び有機質粘土層）中に１層準のイベント堆積物が認め
られる。

• なお，本イベント堆積物は本孔のみで認められ，付近への連続性は認め
られない。

• 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。

50第467回審査会合

机上配布資料3 P.27 一部修正

※

統合ボーリングコア写真

統合柱状図３－３．OK８地点（２／８）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真
(孔口標高：EL.＋3.76m）

３．リカバリー孔について 奥戸地点（２０／４３）

1m0m

コメントNo.S5-39
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0    1      2      3      4     5     6

OK８ 0 ～ 6 ＯＫ８-１ P.55を参照。

ＯＫ８-２ P.56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

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• OK８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0.00ｍ～5.00ｍについては，イベント堆積物を
挟在するOK８-１孔を選定した。

• 選定区間②の深度5.00ｍ～6.00ｍについては，細粒層（有機質シ
ルト層）が連続して確認できるOK８-２孔を選定した。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（２１／４３） コメントNo.S5-39

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 OK８-１孔

あり

② OK８-２孔

（連続性の良いコアを優先的に抽出※２ ）

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか

※１

３－３．OK８地点（３／８）： ボーリングコアリスト及び重複区間の選定フロー

①

②

イベント堆積物

※１ OＫ８地点の２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。
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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.1.0

				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						箱数 ハコ スウ		箱数 ハコ スウ		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						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		1		3		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		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		1		3		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） 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

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

										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

								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						OK８		0		～		6		2		ＯＫ８-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.55を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		ＯＫ８-２														ERROR:#REF!		2		～		3		1				P.56を参照。









NRA現調資料用（津波のみ)
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		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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OK８-１孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

OK８-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

砂層盛土 砂層礫層 礫層

52３．リカバリー孔について 奥戸地点（２２／４３） コメントNo.S5-39

３－３．OK８地点（４／８）： OK８-１～OK８-２孔のボーリングコア対比写真（１／３）： 深度０ｍ～２ｍ

選定区間①

• 選定区間①の深度0.00ｍ～2.00ｍについては，欠損区間がなく，
重複区間がないため，OK８-１孔を選定した。



OK８-１孔

３ｍ ４ｍ２ｍ

OK８-２孔

３ｍ ４ｍ２ｍ

有機質シルト層（砂層を挟む）礫層

• 選定区間①の深度2.00ｍ～4.00ｍについては，細粒層（有機質シ
ルト層）中にイベント堆積物の砂層を挟在するOK８-１孔を選定し
た。

53３．リカバリー孔について 奥戸地点（２３／４３） コメントNo.S5-39

３－３．OK８地点（５／８）： OK８-１～OK８-２孔のボーリングコア対比写真（２／３）： 深度２ｍ～４ｍ

砂層
（イベント堆積物）

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

選定区間①

有機質粘土層 有機質シルト層



OK８-１孔

５ｍ ６ｍ４ｍ

OK８-２孔

５ｍ ６ｍ４ｍ

有機質シルト層（砂層を挟む） 砂層 礫層

有機質シルト層（砂層を挟む）

• 選定区間①の深度4.00ｍ～5.00ｍについては，欠損区間がなく，
重複区間がないため，OK８-１孔を選定した。

• 選定区間②の深度5.00ｍ～6.00ｍについては，細粒層（有機質シ
ルト層）が連続して確認できるOK８-２孔を選定した。

54３．リカバリー孔について 奥戸地点（２４／４３） コメントNo.S5-39

３－３．OK８地点（６／８）： OK８-１～OK８-２孔のボーリングコア対比写真（３／３）： 深度４ｍ～６ｍ

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

選定区間①

選定区間②

5.85m



柱状図
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55

統合ボーリングコア選定区間

３．リカバリー孔について 奥戸地点（２５／４３） コメントNo.S5-39

1m0m

３－３．OK８地点（７／８）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK８-１孔）

ボーリングコア写真

• OK８-１孔では，深度2.49ｍ～5.62ｍに細粒層（有機質粘土層及び
有機質シルト層）が確認され，イベント堆積物の砂層が認められ
る。

(孔口標高：EL.＋3.76m）



柱状図
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(孔口標高：EL.＋3.76m）
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統合ボーリングコア選定区間

３．リカバリー孔について 奥戸地点（２６／４３） コメントNo.S5-39

1m0m

３－３．OK８地点（８／８）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK８-２孔）

ボーリングコア写真

• OK８-２孔※１では，深度5.00m～6.00mに細粒層（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。

※１ OK８-２孔は，OK８-１孔のコア欠損区間（深度5.85ｍ～6.00ｍ）のコアを採取するため掘削した。



奥戸地点の調査位置図

57

OK15
ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

３－４．OK15地点（１／９）： ボーリング調査位置

• OK15地点ではボーリング孔を３
孔掘削した。

• OK15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.58～
P.65に示す。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（２７／４３） コメントNo.S5-39



BC5290～5060

BC375～195
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[1/221]

[5/131]

[9/147]

[0/214]

[2/151]

[5/126]

• 主に，シルト層，有機質シルト層及び砂層からなり，深度2.7ｍ付近，深度
2.8ｍ付近及び深度3.5ｍ付近の細粒層（有機質シルト層）中に３層準のイ
ベント堆積物が認められる。

• なお，これらイベント堆積物は本孔のみで認められ，付近への連続性は
認められない。

• 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。

58第467回審査会合

机上配布資料3 P.35 一部修正

※統合柱状図

３．リカバリー孔について 奥戸地点（２８／４３）

1m0m

統合ボーリングコア写真

３－４．OK15地点（２／９）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真
(孔口標高：EL.＋5.55m）

コメントNo.S5-39



59

0    1      2      3      4     5     6

OK15 0 ～ 6 ＯＫ15-１ P.63を参照。

ＯＫ15-２ P.64を参照。

ＯＫ15-３ 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

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• OK15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2.70ｍ～3.35ｍについては，イベント堆積物の
下位の細粒層（有機質シルト層）が連続して確認できるOK15–２孔
を選定した。

• 選定区間②の深度2.10ｍ～2.70ｍについては，イベント堆積物の
上位の細粒層（有機質シルト層）が連続して確認できるOK15–３孔
を選定した。

• 選定区間③の深度0.00ｍ～2.10ｍについては，細粒層（シルト層）
が連続して確認できるOK15–１孔を選定した。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（２９／４３） コメントNo.S5-39

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※４が
明瞭なコアを選定

なし

① OK15-２孔
② OK15-３孔

あり

③ OK15-１孔

（連続性の良いコアを優先的に抽出※３ ）

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか

※１

３－４．OK15地点（３／９）： 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

①

②

③

※２

※２

※１ OＫ15地点の３孔の掘削は，おおむね半径１ｍ以内で実施した。
※２ OＫ15-２孔及びOＫ15-３孔は，層相からOＫ15-１孔に対比した深度区間。
※３ 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。
※４ 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。
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				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		1		3		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		1		第四系 ダイ ヨン ケイ

										P-3		60		～		63		1		3		dF-a断層（61.05m：st,atf/PT1） 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

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

										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）
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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						OK15		0		～		6		3		ＯＫ15-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.63を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		ＯＫ15-２														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.64を参照。

																		ＯＫ15-３														ERROR:#REF!		0		～		2		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!
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				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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OK１５-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

OK１５-３孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

• 選定区間③の深度0.00ｍ～2.00ｍについては，細粒層（シルト層）が連続して確認できるOK15–１
孔を選定した。統合ボーリングコア選定区間

重複区間

粘土層盛土 有機質砂層有機質シルト層 シルト層（砂層を挟む）

60３．リカバリー孔について 奥戸地点（３０／４３） コメントNo.S5-39

３－４．OK15地点（４／９）： OK15-１～OK15-３孔のボーリングコア対比写真（１／３）： 深度０ｍ～２ｍ

砂層

※１

※１ OＫ15-２孔及びOＫ15-３孔は， 層相からOＫ15-１孔に対比した深度で表示。

選定区間③

※１
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61３．リカバリー孔について 奥戸地点（３１／４３） コメントNo.S5-39

３－４．OK15地点（５／９）： OK15-１～OK15-３孔のボーリングコア対比写真（２／３）： 深度２ｍ～４ｍ

• 選定区間①の深度2.70ｍ～ 3.35ｍについては，イベント堆積物の砂層の下位の細粒層（有機質シルト層）
が連続して確認できるOK15–２孔を選定した。

• 選定区間②の深度2.10ｍ～2.70ｍについては，イベント堆積物の砂層の上位の細粒層（有機質シルト層）
が連続して確認できるOK15–３孔を選定した。

• 選定区間③の深度2.00ｍ～2.10ｍについては，細粒層（シルト層）が連続して確認できるOK15–１孔を選定
した。

• 深度3.35ｍ～4.00ｍについては，欠損区間がなく，重複区間がほとんどないため，OK15-１孔を選定した。

※１

※１ OＫ15-２孔及びOＫ15-３孔は， 層相からOＫ15-１孔に対比した深度で表示。

※１
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62３．リカバリー孔について 奥戸地点（３２／４３） コメントNo.S5-39

３－４．OK15地点（６／９）： OK15-１～OK15-３孔のボーリングコア対比写真（３／３）： 深度４ｍ～６ｍ

※１ OＫ15-２孔及びOＫ15-３孔は， 層相からOＫ15-１孔に対比した深度で表示。

※１

※１

• 深度4.00ｍ～6.00ｍについては，欠損区間がなく，重複区間がないため，OK15-１孔を選定した。



柱状図

(孔口標高：EL.＋5.55m）
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統合ボーリングコア選定区間

３．リカバリー孔について 奥戸地点（３３／４３） コメントNo.S5-39

1m0m

３－４．OK15地点（７／９）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK15-１孔）

ボーリングコア写真

• OK15-１孔では，深度0.37ｍ～2.14ｍ，3.35ｍ～4.05ｍ，5.66ｍ～
6.00ｍに細粒層（粘土層，シルト層，有機質シルト層等）が確認さ
れ，このうち中部の細粒層中にイベント堆積物の砂層が認められ
る。



柱状図
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３．リカバリー孔について 奥戸地点（３４／４３） コメントNo.S5-39

３－４．OK15地点（８／９）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK15-２孔）

ボーリングコア写真
(孔口標高：EL.＋5.55m）

1m0m

• OK15-２孔※１では，深度2.86ｍ～3.77ｍに細粒層（有機質シルト
層）が確認され，イベント堆積物の砂層が認められる。

※１ OK15-２孔は，OK15-１孔のコア欠損区間（深度2.14ｍ～3.35ｍ）のコアを採取するため掘削した。

統合ボーリングコア選定区間



柱状図
(孔口標高：EL.＋5.55m）
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３．リカバリー孔について 奥戸地点（３５／４３） コメントNo.S5-39

３－４．OK15地点（９／９）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK15-３孔）

ボーリングコア写真
1m0m

• OK15-３孔※１では，深度2.88ｍ～3.24ｍに細粒層（有機質シルト
層）が確認され，イベント堆積物の砂層が認められる。

※１ OK15-３孔は，OK15-１孔及びOK15-２孔のコア欠損区間（深度2.14ｍ～2.36ｍ）のコアを採取
するため掘削した。

統合ボーリングコア選定区間



奥戸地点の調査位置図

66

OK18

ボーリング地点名及び位置

ボーリング地点名

３－５．OK18地点（１／８）： ボーリング調査位置

• OK18地点ではボーリング孔を２
孔掘削した。

• OK18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.67～
P.73に示す。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（３６／４３） コメントNo.S5-39
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(孔口標高：EL.＋5.62m）

• 主に，シルト層，有機質シルト層及び砂層からなり，深度3.3ｍ付近の細粒
層（シルト層）中に１層準のイベント堆積物が認められる。

• なお，本イベント堆積物は本孔のみで認められ，付近への連続性は認め
られない。

• 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。
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※統合柱状図

３．リカバリー孔について 奥戸地点（３７／４３）

1m0m

統合ボーリングコア写真

３－５．OK18地点（２／８）： 統合柱状図及び統合ボーリングコア写真 コメントNo.S5-39
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0    1      2      3      4     5     6

OK18 0 ～ 6 ＯＫ18-１ P.72を参照。

ＯＫ18-２ P.73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

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• OK18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4.00ｍ～6.00ｍについては，コアが採取されて
いるOK18-２孔を選定した。

３．リカバリー孔について 奥戸地点（３８／４３） コメントNo.S5-39

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

① OK18-２孔

（連続性の良いコアを優先的に抽出※２ ）

イベント堆積物を
挟在するコアが

あるか

※１

３－５．OK18地点（３／８）： ボーリングコアリスト及び重複区間の選定フロー

①

イベント堆積物

※１ OＫ18地点の２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。
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								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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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
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																				0    1      2      3      4     5     6

		105						OK18		0		～		6		2		ＯＫ18-１														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.72を参照。		第627回審査会合（H30.9.21)　補足説明資料　7-13頁

																		ＯＫ18-２														ERROR:#REF!		0		～		2		1				P.73を参照。
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						★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
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		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
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		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















































































1004審査資料確認

																																																				43304





				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
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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）
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										120				123		1		S-1シーム(120.73m)
易国間層下部層L層準（alt）
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						敷地北側 シキチ キタガワ		A'-7		171		～		174		1		デイサイト（da）
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				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
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				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
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										45		～		48		1		易国間層下部層M4層準（blv） ソウ ジュン
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										252		～		255		1		大間層（ptf：PT-1） オオマ ソウ
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										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
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OK１８-１孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

OK１８-２孔

１ｍ ２ｍ０ｍ

砂層シルト層 シルト層

69３．リカバリー孔について 奥戸地点（３９／４３） コメントNo.S5-39

３－５．OK18地点（４／８）： OK18-１～OK18-２孔のボーリングコア対比写真（１／３）： 深度０ｍ～２ｍ

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• 深度0.00ｍ～2.00ｍについては，欠損区間がなく，重複区間がない
ため，OK18-１孔を選定した。



OK１８-１孔

３ｍ ４ｍ２ｍ

OK１８-２孔

３ｍ ４ｍ２ｍ

有機質シルト層
（砂層を挟む）

砂層シルト層 シルト層 シルト層砂層
（イベント堆積物）

70３．リカバリー孔について 奥戸地点（４０／４３） コメントNo.S5-39

３－５．OK18地点（５／８）： OK18-１～OK18-２孔のボーリングコア対比写真（２／３）： 深度２ｍ～４ｍ

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

• 深度2.00ｍ～4.00ｍについては，欠損区間がなく，重複区間がない
ため，OK18-１孔を選定した。



OK１８-１孔

５ｍ ６ｍ４ｍ

OK１８-２孔

５ｍ ６ｍ４ｍ

有機質
シルト層

砂層 有機質シルト層

有機質シルト層 砂層 有機質シルト層（砂層を挟む）

• 選定区間①の深度4.00ｍ～6.00ｍについては，欠損区間がなく，コ
アが採取されているOK18-２孔を選定した。

71３．リカバリー孔について 奥戸地点（４１／４３） コメントNo.S5-39

３－５．OK18地点（６／８）： OK18-１～OK18-２孔のボーリングコア対比写真（３／３）： 深度４ｍ～６ｍ

統合ボーリングコア選定区間

重複区間

選定区間①



0m

1m

2m

5m

4m

3m

72

統合ボーリングコア選定区間

３．リカバリー孔について 奥戸地点（４２／４３） コメントNo.S5-39

1m0m

３－５．OK18地点（７／８）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK18-１孔）

ボーリングコア写真

• OK18-１孔では，深度0.00ｍ～4.26ｍ，5.59ｍ～ 6.00ｍに細粒層
（シルト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が認められる。

柱状図

(孔口標高：EL.＋5.62m）



• OK18-２孔※１では，深度4.00ｍ～6.00ｍに細粒層（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。

0m

1m

2m

5m

4m

3m

73

統合ボーリングコア選定区間

３．リカバリー孔について 奥戸地点（４３／４３） コメントNo.S5-39

1m0m

３－５．OK18地点（８／８）： 柱状図及びボーリングコア写真（OK18-２孔）

ボーリングコア写真

柱状図

(孔口標高：EL.＋5.62m）

※１ OK18-２孔は，OK18-１孔のコア欠損区間（深度4.26ｍ～5.59ｍ）のコアを採取するため掘削した。
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