
 

 

 

付 録 

 

  



 

 

 

 

 

サブテーマ３-２：博多湾内および周辺地域の活断層の

活動性及び活動履歴調査（陸域調査） 

 

 

平成 23 年度調査 

日向峠‐小笠木峠断層の分布と延長性について 

 

 

 

 

下山正一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 3 月 

 



 

 

目 次 

1 はじめに _______________________________________________________________________________________________ 1 

1.1 背景 _________________________________________________________________________________________________ 1 

1.2 調査の目的 _______________________________________________________________________________________ 4 

1.3 調査地 _____________________________________________________________________________________________ 4 

2 手法 ___________________________________________________________________________________________________ 5 

2.1 空中写真判読による断層変位地形の調査  ________________________________________________ 5 

2.2 現地での地形・地質の調査 ____________________________________________________________________ 7 

2.3 既存のボーリング資料による地質の調査  ___________________________________________________ 8 

2.4 ボーリングによる地層変位の有無・断層の活動履歴の調査  ____________________________ 8 

3 結果 ___________________________________________________________________________________________________ 9 

3.1 日向峠‐小笠木峠断層 _________________________________________________________________________ 9 

3.2 前原断層 _________________________________________________________________________________________ 22 

3.3 日向峠‐小笠木峠断層と前原断層の間の地域  __________________________________________ 23 

4 考察 __________________________________________________________________________________________________ 35 

4.1 日向峠‐小笠木峠断層の通過位置について ______________________________________________ 35 

4.2 日向峠‐小笠木峠断層と前原断層の間の地域の調査結果について _______________ 35 

4.3 日向峠‐小笠木峠断層と糸島半島沖断層群・前原断層の関連性  ___________________ 41 

4.4 断層の活動性について ________________________________________________________________________ 42 

4.4.1 福岡市早良区脇山の低崖について __________________________________________________ 42 

4.4.2 断層の平均変位速度について _________________________________________________________ 43 

5 結論 _____________________________________________________________________________________________________ 46 

6 今後の課題 ____________________________________________________________________________________________ 47 

7 謝辞 _____________________________________________________________________________________________________ 47 

8 引用文献 _______________________________________________________________________________________________ 48 

 

付図 

 

資料 



1 

 

1 はじめに 

1.1 背景 

近年の調査により，警固断層帯の西側には福岡県糸島半島沖から佐賀県鳥栖市

にかけて直線状に並ぶ糸島半島沖断層群，前原
まえばる

断層，日向
ひ な た

峠-小
お

笠
かさ

木
ぎ

峠断層の 3

本の活断層の存在が明らかになっている（図 1-1）．日向峠-小笠木峠断層はその

南東部分が警固断層帯に 10km 以内に隣接しており，かつ類似の性質をもつ周辺断

層と考えられる．平成 23 年度は，本重点調査のサブテーマ 3-2 における，警固断

層帯に隣接かつ類似の性質をもつ周辺断層として，日向峠-小笠木峠断層の通過位

置と活動度を調べることにしたが，糸島半島沖断層群，前原断層と直線状に並ぶ

ことからこれらの断層群との連続性にも注目して調査研究を行った．まず本調査

の背景としてこれら 3 本の断層について説明する． 

 

図 1-1 先行研究による福岡周辺の活断層の分布 

糸島半島沖断層群と前原断層の位置は九州電力（2009a，b），そのほかの断層の位置
は活断層の位置・形状の検討作業グループ（未発表）による．  

（基図：国土地理院 1：200,000 地勢図） 
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糸島半島沖断層群 

 九州電力（2009a）によると，糸島半島沖断層群は福岡県糸島半島沖にのびる長さ約

11km の活断層である．九州電力が玄海原子力発電所（佐賀県玄海町）関連で行った海

底音波探査・及び既存の音波探査の解析で近年明らかになった．図 1-2 に糸島半島沖

断層群の地質断面図を示す．始新世から完新世の地層と基盤岩の境界に北東側隆起

の明瞭な断層が認められ，一部は完新世の地層を明らかに切っている．  

 

 

 

 

 

 

 
図 1-2 糸島半島沖断層群の地質断面図及びその凡例 

断面の位置は図 1-1 参照．九州電力（2009）に加筆 

 

前原断層 

 九州電力（2009b）によると，前原断層は福岡県糸島市の旧志摩町の地域を通る長さ約

4km，左横ずれの断層である．糸島半島沖断層群の南東延長部に位置する前原断層は，
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九州電力が行った空中写真による地形判読と現地調査で明らかになった．前原断層は

糸島半島沖断層群と 4km しか離れていないため，九州電力（2009b）はこの 2 本の断層は

連続しているものとして評価している． 

 

日向峠-小笠木峠断層 

 活断層の位置・形状の検討作業グループ（未発表）によると，日向峠-小笠木峠断層は

福岡県糸島市から佐賀県鳥栖市にかけてのびる南西側隆起，左横ずれ，長さ 28kmの活

断層である．日向峠‐小笠木峠断層の糸島市から福岡市西区の区間は，従来から日向

峠断層という名称で知られていた（九州の活構造，1989）．このほか，日向峠-小笠木峠

断層は九州の活構造（1989）で，王丸-石釜断層，小笠木峠断層，芋生-城ノ内断層とい

う個別の名称の断層群を含んでいる．全体が一連の断層に含まれることが明らかになった

のは近年行われた空中写真による地形判読によるものである．  

3 本の断層はほぼ直線状に並んでいるにも関わらず，2 つの異なる機関による調査で明

らかになったため，その連続性については検討されていなかった．また，断層の活動性も

不明であった．さらに日向峠‐小笠木峠断層に関しては，水野ほか（2011）の予察的調査

が行われたものの，十分な現地調査が行われていなかった．  

 

糸島地震 

また，糸島半島付近では 1898(明治 31)年に大きな地震が起きている．この地震は糸島

地震，あるいは福岡地震とよばれ，宇津（1982）によればマグニチュードは 6.0 と推定され

ている．伊木（1899）は被害の状況などから揺れの強かった範囲を調査している（図 1-3）．

それによれば，最も揺れの強かったロッシ・フォーレルの震度階 8 の地域は，糸島市志摩
し ま

小
こ

金
がね

丸
まる

から福岡市西区今宿
いまじゅく

付近にかけて，ほぼ東西に分布している．この範囲の西側の

地域は沖積層が厚いため揺れが大きくなりやすい地域である．一方，東側の地域は基盤

岩の丘陵地帯であり，通常揺れは大きくなりにくい地域である．それにもかかわらず大きな

揺れがあったということは，この付近が震源域に近かったためであると考えられる．この地域
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には前原断層が通っており，その北西には糸島半島沖断層群がのびている．したがって，

この地震の震源は糸島半島沖断層群あるいは前原断層の可能性が高い． 

 

図 1-3 糸島地震の際に揺れが強かった範囲 伊木（1899）による． 

（基図：国土地理院 1:200,000 地勢図） 

 

1.2 調査の目的 

本調査の目的を以下のように設定した． 

1)日向峠-小笠木峠断層と前原断層の通過位置と活動性を明らかにする．  

2)日向峠-小笠木峠断層と糸島半島沖断層群・前原断層の連続性を明らかにする． 

 

1.3 調査地 

 本調査の調査地は福岡県の西部にあたる．調査地の南側には標高 1000m 程度の山々

が東西に連なる脊
せ

振
ふり

山地が広がっている．北側には福岡平野が広がっている．調査地の
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西部には山地や丘陵地からなる糸島半島があり，その南西には糸島平野が広がっている．

調査地の東には筑紫平野がある． 

 

 
 

図 1-4 調査地周辺の地形 
（基図：国土地理院基盤地図情報を用いて作成） 

 

2 手法 

 本調査では主に以下に示す４つの手法を用いた． 

2.1 空中写真判読による断層変位地形の調査 

日向峠‐小笠木峠断層と前原断層，及びその間の地域において空中写真による断層

変位地形の調査を行い，活断層の通過位置と断層変位地形を地形図上に記入した．使

用した空中写真は，撮影縮尺 1:20,000（1963～64 年撮影；全域），撮影縮尺 1:10,000

（1961 年撮影；前原断層付近），撮影縮尺 1：10,000～1:8,000（1974～75 年撮影；前原

断層付近を除く）である．そのほかにも国土地理院国土変遷アーカイブ，国土交通省国

土画像情報閲覧システムでインターネット上に公開されている空中写真を補助的に用い

た．  
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さらに，断層変位地形と段丘面の形成年代の関係を明らかにするため，断層の周辺

500m を目安に段丘面区分を行った．なお一部地域の段丘面区分にあたっては，福岡市

（1989）や国土地理院（2006）を参考にした． 

 段丘面と段丘層を以下のように分類した． 

高位段丘（面）  古い段丘面は開析されて失われており，痩せ尾根からなる緩傾斜面が

残っている．巨礫を含む礫層を主体とした高位段丘層が緩傾斜面を構成している．高位

段丘層は著しく風化が進んでおり，基質は赤色土化し，礫はハンマーで容易に切れる，

いわゆる「クサリ礫」（郷原ほか，1964）となっている．本調査では高位段丘層のみの部分を

高位段丘（構成層のみ）として表現した． 

中位段丘面  高位段丘より一段低い幅の広い尾根状緩傾斜面で，段丘礫層だけの部分

も中位段丘面とした．中位段丘層は礫層を主体とし，風化が進んでいるものの，礫の中心

部に未風化の新鮮な部分が残り，礫をハンマーで容易に切ることはできない，いわゆる

「半クサリ礫」（郷原ほか，1964）となっている．  

Aso-4 火砕流堆積面（火砕流台地） 9～8.5 万年前（町田・新井，2003）の阿蘇 4 火砕

流（Aso-4 火砕流）堆積物の堆積面（火砕流台地）である．阿蘇カルデラを形成した火砕

流の噴出を伴ったおよそ 4 回の大爆発の 4 回目の火砕流が Aso-4 火砕流と呼ばれてい

る（小野ほか，1977）．火砕流台地の沖積面からの比高は中位段丘面とほぼ同じであるが，

地形面の形成年代を考える上で重要なため，本調査では露頭観察で確認した面を中位

段丘面とは別に区分した． 

低位段丘面  構成層はほとんど風化していない．一部地域では L1 と L2 の 2 面に区分し

た．河川に沿って広い範囲に分布する． 

沖積段丘面  完新世にできた段丘面． 

沖積低地  河川に沿って広い範囲に分布する．埋立地・干拓地を含む． 

海岸砂丘  海岸沿いに分布する．段丘面ではないが区分した． 

調査地域の中には，人工的な改変により段丘面や断層変位地形が失われたところも多

いが，本調査では人工改変前の空中写真によって確認された元の地形を記している．  

 空中写真による地形判読の結果，詳しい調査が必要であると判断した場所については，
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詳細な地形図をもとに地形断面図の作成を行った． 

 

2.2 現地での地形・地質の調査 

 現地調査の主目的は，断層露頭を見つけること，空中写真による段丘面区分などの地

形判読結果を現地で検証することである．地形・地質調査の状況を図 2-1〜2-3 に示す。 

 

  

図 2-1 空中写真による地形判読 

実体鏡 

空中写真 

図 2-2 露頭の調査 

図 2-3 ボーリング調査（糸島市前原北一丁目） 
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2.3 既存のボーリング資料による地質の調査 

 新しい時代の地層に覆われている地域や人工改変が進んでいる地域では，断層変位

地形が不明瞭で地形的に活断層の存在を確かめることが困難なことがある．この場合でも，

地下の構造を調べることによって活断層の存在を明らかにできることがある．  

本調査では，日向峠‐小笠木峠断層と前原断層の間に位置する糸島市内の地域にお

いて，既存のボーリング資料を自治体などから収集して地質の調査を行った．収集した資

料は公共施設や道路を建設する際に地盤調査として実施されたボーリングの土質柱状

図とこれをもとにした地質断面図である．学校などの公共施設のボーリング資料を糸島市

役所から，道路・河川関係のボーリング資料を福岡県土整備事務所前原支所から，福岡

前原道路のボーリング資料を福岡県道路公社から収集した．このほかに，下山ほか（1984）

の柱状図や，土木研究所「国土地盤情報検索サイト KuniJiban」，防災科学技術研究所

「ジオ・ステーション」でインターネット上に公開されているボーリング資料も併せて用いた．  

 

2.4 ボーリングによる地層変位の有無・断層の活動履歴の調査 

2.1～2.3 の調査の結果，活断層が通過している可能性が高いと判断された地点でボ

ーリング調査が行われた（図 2-3）．この調査は，断層による地層変位の有無と断層の活

動履歴を明らかにすることを目的として実施された．調査地は糸島市内の 2 か所で，それ

ぞれの調査地内で数本のボーリングが行われた．そして得られたボーリングコアを観察し，

土質柱状図と地質断面図の作成を行い，地層のずれや断層の有無について検討した．  

以上４つの手法を総合して断層の通過位置や断層変位地形，段丘面区分を決定し，

国土地理院 1：25,000 地形図上に記入してストリップマップを作成した． 
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3 結果 

 今回の調査結果について，図 3-1 に示す区間ごとに述べる．また，調査地域の

1:25,000 のストリップマップを 9 付図に示す． 

図 3-1 調査地域と説明区分 

この図に示す区間ごとに調査結果を述べる． 
（基図：国土地理院 1:200,000 地勢図） 

 

3.1 日向峠‐小笠木峠断層 

区間 A：日向峠西側（糸島市大
だい

門
もん

～高祖
た か す

） 

この区間の西側には糸島平野が広がっている．この平野の低位段丘面の沖積面から

の比高は 5m 以下である．高祖山の南西斜面に存在する旧扇状地と思われる緩傾斜面

は，中位段丘面として区分した． 

 この区間は日向峠-小笠木峠断層の北西端にあたる．糸島市高祖から大門にかけて，

中位段丘面上からその段丘崖へと続くリニアメントが見られるが，段丘面上の変位が不明

瞭なため推定活断層とした．高祖の宇土地区付近では，谷や尾根の左横ずれが見られる．

これより西の日向峠にかけての区間では，断層変位地形は不明瞭である．  
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区間 B：日向峠～室見川（福岡市西区金
かな

武
たけ

～早良区早良六丁目） 

この区間には山地が広がっている．段丘面区分を行った範囲内に広い段丘面は見ら

れないが，礫が載っている尾根上の緩傾斜面を高位段丘と中位段丘に区分した．沖積

面から高位段丘構成層の上限までの比高は西区室
むろ

見
み

が丘
おか

より北西で 5～10m，室見が丘

より南東で 10m～20m のものが多い．高位段丘の麓側に中位段丘が広がっている所もあ

る． 

早良区西
にし

入
いる

部
べ

四丁目において，Aso-4 火砕流堆積物とその堆積面（Aso-4 火砕流台

地）を確認した．露頭の写真を図 3-2 に，詳細な段丘面区分図を図 3-3 に示す．Aso-4

火砕流堆積物は風化しており，火山ガラスは残っていないが角閃石や磁鉄鉱などの大き

な自形結晶が確認できる．この露頭は，ほぼ礫層からなる高さ約 6m の崖で，その最上部

を Aso-4 火砕流堆積物が占めている．したがって，この露頭最上部の平坦面が Aso-4 火

砕流台地であると考えられる．この堆積面の沖積面からの比高は露頭付近で約 5m であ

る． 
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図 3-2 Aso-4 火砕流
堆積物を確認した露
頭（福岡市早良区西入部
四丁目） 
上：露頭全景． 
中 ： 上 の写 真 の赤 枠 付
近．オーバーハングしてい
る部 分 の天井 の付近 で
Aso-4 火砕流堆積物が確
認された． 
下 ：火砕流堆積物．写真
の下部はベースサージ． 
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図 3-3 福岡市早良区西入部四丁目付近の地形及び段丘区分図  

 

この区間では，ところどころに尾根や谷の左横ずれが認められる．西入部五丁目の南

西で日向峠-小笠木峠断層は尾根上の高位段丘面や中位段丘面を横切ることになるが，
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空中写真判読では明確な変位は見からなかった．早良五丁目の南西では断層露頭を発

見した（図 3-4）．風化花崗岩の中を通る未固結の断層粘土があり，走向・傾斜は N41°

W 66°S であった．この露頭から尾根を一つ挟んで北西の谷には明瞭な左横ずれが認め

られた． 

 

図 3-4 早良五丁目南西の断層露頭  

  

断 

層 

粘 

土 

風化花崗岩 
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区間 C：室見川～小笠木峠南（福岡市早良区内野二丁目～小笠木）  

この区間の西側には広く段丘面が分布する．早良七丁目には沖積面からの比高約

20m～30m の高位段丘面が分布する．その南には沖積面からの比高 10～20m ほどの中

位段丘面が広がっている．脇山付近には椎原川の扇状地が広がっている．この扇状地の

段丘面区分にあたっては，まず沖積低地を区分し，それより高く中位段丘面より低い段丘

面が 3 面認められたため，これらを高いほうから低位段丘 L1 面と L2 面，沖積段丘面の 3

面に区分した（図 3-6）．脇山地区の L1面の沖積面からの比高は，上流部で 5m，下流部

で 3m ほどである．L2 面は上流部で 4m，下流部では 1～2m ほどである．椎
しい

原
ば

川や小笠木

川，室見川沿いの微高地は沖積段丘として区分した． 

この区間は日向峠‐小笠木峠断層のほぼ中央部にあたり，断層変位地形がもっとも明

瞭に見られる．日向峠‐小笠木峠断層は，早良六丁目付近から南東に続き，内野二丁

目・三丁目付近では尾根や旧河道が左横ずれしている．内野六丁目・七丁目付近で高

位段丘面と低位段丘面の境界を通り，脇山の扇状地へと続いている．  

空中写真判読により，この扇状地上に直線的な低崖が不明瞭なものを含めて 3 本確

認された（図 3-5）．中央の低崖がもっとも明瞭で，南側の低崖は不明瞭であった．この低

崖は空中写真判読では L1 面上にのみ確認され，L2 面上や沖積低地上には認められな

かった．また，扇状地上のごく浅い開析谷がこの低崖の部分で左横ずれが認められた．こ

のようなことから，この低崖は低断層崖の可能性があると判断し，詳細な調査を行った．  

 脇山の低崖の高さについて詳細に調査するため，地形断面図を作成した．なお，脇山

地区では 1990 年代に圃場整備事業が行われたため，現在この崖は残っていない．その

ため地形断面図作成にあたり，この地区の埋蔵文化財発掘報告書（福岡市教育委員会，

1990 ほか）に掲載されている圃場整備前の詳細測量図を用いた．この地図には圃場整

備前の田畑 1 枚 1 枚の標高が 1cm 単位で表示されていたため，正確な地形断面図を作

成することができた．地形断面図は，低崖とほぼ垂直な方向に 4 断面作成した（図 3-7，

8）． 
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図 3-5 脇山付近の空中写真（圃場整備前） 
赤い矢印で示した部分が低崖．1975,1983 年撮影の国土画像情報（簡易オルソ画像，

電子 Web 国土システムで取得）  
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図 3-6 脇山付近のストリップマップ（基図：福岡市 1:2500 都市計画図） 
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図 3-7 脇山の低崖の地形断面図 1，2 

断面の位置は図 3-6 参照．赤線で示した部分が低崖． 
福岡市教育委員会（1990 ほか）をもとに作成． 

 

2 

1 
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図 3-8 脇山の低崖の地形断面図 3，4 

断面の位置は図 3-6 参照．赤線で示した部分が低崖． 
福岡市教育委員会（1990 ほか）をもとに作成． 

 

3 

4 
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 地形断面図上で，低崖の南側と北側でそれぞれ地形面を示す線を引いて低崖の高さ

の合計を求めた．L1 面上にある断面図 2 では 3.5m．空中写真で低崖が認められなかっ

た L2 面上の断面図 1，3，4 でも，L1 面上にある南側の低崖の延長線上に 1m ほどの標

高差があることがわかった． 

 脇山の扇状地の東に位置する小笠木の栗尾地区の南東側でも，低断層崖の可能性の

ある崖が見られた．また，その東側の山中には直線状の谷があり，その南側には系統的な

尾根や谷の左横ずれが見られた． 

 

区間 D：糸島峠北西（糸島市 西 堂
にしのどう

・末永～王丸） 

 この区間の西側には糸島平野が広がっている．糸島市王丸から西堂にかけての低位段

丘の沖積面からの比高は 10m 程度である． 

 この区間において，糸島峠付近から北西にのびる直線状の谷があり，その延長部には

山地と沖積低地・低位段丘の境界が直線的に連続している．明瞭な断層変位地形は認

められないものの，比較的明瞭な断層変位地形がある石釜から飯
いい

場
ば

にかけての断層の北

東延長部にあたることから，推定活断層とした． 

 

区間 E：早良区曲淵付近（福岡市早良区飯
いい

場
ば

～石釜） 

 福岡市早良区飯場から曲淵にかけては段丘面がほとんど分布しない一方，石釜から西

にかけては数段の段丘面が分布している．このうち，高位段丘面の沖積面からの比高は

10～30m 程度，中位段丘面の沖積面からの比高は 5～10m 程度である． 

 この区間南側の断層に沿って断層変位地形が比較的明瞭にみられる．尾根や谷の屈

曲，鞍部列などが認められ，石釜の小原地区南では，高位段丘面に段差が認められる

(図 3-9)．東側の断層のやや北側にあたるものの，低断層崖の可能性が考えられる．北側

の断層は，直線状の谷として認められるのみで，尾根や谷の屈曲は見られないため，推定

活断層とした． 
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図 3-9 低断層崖の可能性のある低崖（福岡市早良区石釜）  

道路を挟んで最大約 4m の標高差がある． 

 

区間 F：那珂川町内北側（那珂川町西畑～埋
うめ

金
がね

・市ノ瀬） 

 この区間には山地が広がっているが，那珂川町の那珂川沿いと南面里
な め り

付近に段丘面

が分布する．沖積面からの比高は那珂川沿いの低位段丘面が 5～10m，南面里の中位

段丘面が 10～20m 程度である． 

 本区間では， 下代
げ だ い

久事
く じ

地区の南東を除いて断層変位地形は不明瞭である．那珂川よ

り北西では，山中を通る不明瞭な鞍部列を日向峠‐小笠木峠断層の通過位置として推

定した．南面里付近には，主断層の北側に 2 本の断層が認められる．もっとも北のものは，

中位段丘面を変位させているように見える．那珂川より南東側では断層は直線状の谷を

通過しているものと推定される．また，主断層の北側にも直線状の谷がある．下代久事地

区の南東では，系統的な尾根・谷の左横ずれが見られる． 

なお，九州新幹線筑紫トンネル建設の際の地質調査資料（鉄道建設・運輸施設整備

支援機構，2009）に断層の通過位置が示されている．このうち，主要な断層についてはス

トリップマップに記入した． 

 

区間 G：筑紫野市平等寺付近（筑紫野市平等寺～基山町園部） 

 この区間において，広い段丘面はないものの，筑紫野市平等寺付近に低位段丘が分

布する． 

北側の断層に沿ってところどころで尾根・谷の屈曲が見られる．またこの断層ライン上の

2 か所で断層露頭を発見した．1 か所目は平等寺の内ノ尾地区の西の道路脇の露頭で，

2m 
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風化花崗岩中に断層と未固結の断層粘土が存在する（図 3-10 上 ）．走向・傾斜は

N66°W 85°S であった．  

図 3-10 断層露頭（筑紫野市平等寺） 

上：内の尾西，下：天心園入口  
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2か所目は天心園入口の土取り場跡の露頭で，花崗岩風化土を切る断層と幅約 10cmの

断層破砕帯を発見した（図 3-10 下）．断層の走向・傾斜は 72°W 70°S であった．この

露頭では，未固結の断層粘土や横ずれを示すスリッケンラインが認められた．2 つの断層

露頭の位置はいずれも空中写真判読で断層が通過していると判断した線上にあり，断層

の走向・傾斜はこの線とほぼ一致する．南側の断層は傾斜変換線の部分を通っており，リ

ニアメントとしては明瞭に認められる．一部の区間では尾根・谷の左横ずれが見られる． 

 

区間 H：鳥栖市河内町付近（那珂川町市ノ瀬～鳥栖市神辺町
こうのえまち

） 

 この区間には大谷川などに沿って沖積低地が分布するが，段丘面はほとんど分布しな

いが，北西-南東方向にのびる直線的な谷がある．尾根や谷の横ずれなどの明瞭な断層

変位地形は認められないが，筑紫野市平等寺を通る断層に隣接し，走向が一致すること

から推定活断層とした． 

 

3.2 前原断層 

区間 I  

 この地域は低い丘陵地が広がっており，まとまった広がりをもつ段丘面は分布しない．糸

島市志摩
し ま

初
はつ

付近から志摩稲葉にかけては丘陵の尾根上に狭い平坦面があり，中位段丘

面に区分した．この中位段丘面の沖積面からの比高は 10m 程度である．志摩小金丸の

海岸付近には海岸砂丘が広がっている． 

 前原断層の断層変位地形は不明瞭である．志摩小金丸付近では山中の不明瞭な鞍

部列を通過していると推定した．なお，九州電力（2009b）において，西小金丸地区の北

に位置する「鞍部及び直線状の谷」と示されている地形は，近年撮影の空中写真では認

められるが 1961 年の空中写真では認められないため人工的なものである．志摩初から志

摩稲葉付近にかけては，尾根の末端部分がほぼ直線状に並んでいる部分を断層が通過

していると推定される．前原断層付近において現地調査を実施したが，宅地化が進んで

いることもあって断層露頭は発見できなかった．  
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3.3 日向峠‐小笠木峠断層と前原断層の間の地域 

 3 本の断層の連続性を調べるため，日向峠‐小笠木峠断層と前原断層の間にあたる糸

島市内の地域の調査を行った． 

 

段丘面区分  

日向峠‐小笠木峠断層と前原断層の間の地域には糸島平野が広がっている．糸島市

前原中央付近から有田付近にかけてと曽根付近には中位段丘が分布している．沖積面

からの比高は，前原中央付近から有田付近の中位段丘面が 5～10m，曽根付近の中位

段丘面が 10m～20m ほどで，沖積低地面との境界は急崖になっている．曽根の急崖の露

頭には半クサリ礫からなる中位段丘構成層の下位にクサリ礫からなる高位段丘構成層が

露出している． 

前原北と前原西付近には，中位段丘面の先端部に Aso-4火砕流堆積物がつくる台地

（火砕流台地）が分布している．Aso-4 火砕流堆積物は県道脇の露頭（前原西五丁目，

図 3-13）と糸島農業高校敷地内の露頭（前原西三丁目）において確認された．このため，

空中写真判読によってこの 2 地点を含む地形面は，火砕流堆積面であると判断し区分を

行った．曽根の中位段丘面東側には，低位段丘面と沖積低地が広がっている．ここでの

低位段丘面と沖積面の比高差は最大約 5m である． 
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図 3-11 県道脇の Aso-4 火砕流堆積物の露頭  

（糸島市前原西五丁目） 
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区間 J：直線的に連続する崖（糸島市前原） 

 空中写真による地形判読の結果，糸島市前原付近に直線的に連続する崖が存在する

ことが判明した（図 3-13）．この崖は北西-南東方向の走向で約 1.7 km連続し，中位段丘

と沖積低地との地形境界線にあたり，段丘崖となっている．比高は 3～6m である． 

 この崖は断層変位地形（断層崖）の可能性があると判断し，既存のボーリング資料を収

集して地質的な調査を行った．それによる前原付近の基盤岩上限の標高分布を図 3-12

に示す．直線的に連続する崖の北東側では基盤岩が深く，南西側で基盤岩が浅い．  

 

 
図 3-12 前原付近の基盤岩上限の標高分布図 

（基図：糸島市 1：10,000 都市計画図） 
Bor.1,2 は図 3-14 に示す前原小学校内のボーリング位置．糸島市，福岡県，土木研究
所：KuniJiban，防災科学技術研究所：ジオ・ステーションのボーリング資料をもとに作成．  
 

 収集されたボーリング資料のうち，段丘崖の東南東延長部にあたる前原小学校敷地内

で施工された 2 本のボーリング資料の土層柱状図で地層のずれが確認された．2 本のボ

ーリング資料のうち，ボーリング No.1 の地層は，上から 0〜2.75m に黄褐灰色〜黒褐色の

軟弱な礫混じり泥層，2.75〜8.15m に基質がマサ由来の締まった褐灰色砂礫層，8.15〜
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12.50m に黄褐灰色の強風化花崗岩（マサ），12.50〜19.00m が風化花崗岩とされている．

これらの地層のうち，軟弱な礫混じり泥層は沖積層，N 値が 30 に達する締まった褐灰色

砂礫層は中位段丘層と考えられる．花崗岩は基盤岩である．ボーリング No.1 地点の西側

水平距離 35m 離れた地点で得られたボーリング No.2 の記載での地層も同様であるが，ボ

ーリング No.1 と比較すると中位段丘層基底=基盤岩上限深度に 5.15m の著しいずれが

認められたため，断層を挟んでいる可能性が高い（図 3-14）． 

 

 

図 3-13 糸島市前原付近の空中写真（1947 年撮影） 
赤い矢印で示す部分が直線的に連続する崖．Bor.1,2 は図 3-14 に示す前原小学校内

のボーリング位置．国土地理院所蔵空中写真 USA-R158-15 に加筆． 
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図 3-14 前原小学校内のボーリングによる想定地質断面図  

糸島市のボーリング資料をもとに作成． 
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図 3-15 糸島市前原北調査地（基図：福岡市 1:2500 都市計画図）  

黄色の部分が調査領域．赤で囲んだ点はボーリング孔口の標高を決める基準点．  

 

前原北一丁目（前原北調査地）でのボーリング調査 

 こうした状況から，この崖の西北西の延長部付近の前原北一丁目（前原北調査地 ）で

基盤のずれを確認するための群列ボーリング調査（Bor.No.1〜Bor.No.4）を行った．ボー

リング位置を図 3-15 にしめす．この結果，前原北調査地ではコア長 5～6m 程度の 4 本

のボーリングコアが得られた．ボーリングコア観察の結果，コアの地層は上から

N1 層，N2 層，N3 層，N4 層，N5 層，N6 層の６層が区分された（図 3-16）．N1 層

は最表層にある暗灰色粘土層で，水田耕作土および水田床土の人工攪乱土層であ

る．N2 層は暗灰色粗粒砂層で含水が多くゆるい地層である．N3 層は暗褐灰色の風

化砂礫層で直径 2〜3cm の礫が多い．N4 層は暗褐灰色の風化砂礫層で直径 5〜6cm

の礫が多く基質は風化した砂である，N5 層は石英細礫を主体とした風化花崗岩風

化土で均質である，N6層は風化花崗閃緑岩（マサ）である．Bor.No.2 の深度 4.4-4.8m

付近に基盤岩を切る傾斜 63°の断層と断層破砕帯が検出された（図 3-16，17）． 

Bor.No.2〜Bor.No.3 間において，N4 層の基底=N5 層あるいは N6 層の花崗閃緑岩基盤
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の上限に 0.57ｍの地層のずれが認められた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-16 前原北調査地のボーリング結果に基づく想定地質断面図  
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図 3-17 ボーリングコア写真（断層破砕帯の部分） 
Bor.No.2 の深度 3.43〜3.73m 付近．断層を赤矢印で示した． 
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区間 K：系統的な谷の左横ずれ（糸島市前原） 

 中位段丘面を刻む開析谷が系統的に左横ずれを示す箇所が見いだされた．これは，図

3-13 で示した直線的な崖の南側約 300m に位置し，ほぼ平行な構造である．したがって，

活断層が通過している可能性がある．ただし，段丘面上に明瞭な標高差は見られなかっ

た．現時点では，既存ボーリング資料の解析でも活断層が通過していると積極的に判断

できる証拠は見つかっていない． 

 

区間 L：地層のずれ（糸島市篠原
しのわら

） 

 福岡前原道路建設の際に行われたボーリングの資料を解析したところ，糸島市篠原に

明瞭な地層のずれがあること分かった（図 3-18）．ずれの量はボーリング No.5 と No.12（既）

を比較すると，風化基盤岩 WGr の上限で 6.03m，更新統砂礫層 dg の上限で 3.38m で

あった．このため，この２地点間を断層が通過している可能性が高いと判断し，南側に隣

接する休耕田でボーリング調査を行った． 

 

図 3-18 福岡前原道路の想定地質断面図（篠原付近） 
左が東，右が西になっている点に留意．福岡県道路公社資料に加筆．  
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篠原（篠原調査地）でのボーリング調査  

 篠原調査地でのボーリング調査の結果，SNo.1 と SNo.2 の 2 本のボーリングコ

アが得られた．詳細なボーリング位置を図 3-19 に，ボーリングによる地質断面図を図

3-20 に示す．ボーリングコア観察の結果，コアの地層は上から S1 層，S2 層，S3

層，S4 層，S5 層，S6 層の６層が区分された．S1 層は最表層にある暗灰色粘土層

で，水田耕作土および水田床土の層である．S2 層は暗褐灰色の泥層で，風成層と

考えられる．S3 層は褐灰色の砂混じり泥層で，しばしば橙色の粘土を縞状あるい

は散点的に含んでいる．S4層は暗褐灰色の風化砂礫層で直径 2〜3cm の礫が多い．

S5層は暗褐灰色の風化砂礫層で直径 5〜6cmの礫が多く基質は風化した砂である． 

N6 層は風化花崗岩（マサ）である．SNo.1 と SNo.2 地点のコア間で S5 層の基底深

度=基盤岩である N6 層の上限深度に 7.25m のずれが認められた． 

 

図 3-19 糸島市篠原調査地（基図：糸島市 1:2500 都市計画図） 

黄色で着色した部分が調査領域で赤丸が今回実施されたボーリング地点．赤線で

囲まれた点はボーリング孔口の標高を決めるための測量の基準点．青丸のボーリ

ング位置は福岡前原道路建設の際に実施されたもので断面図を図 3-18 に示して

いる． 
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図 3-20 篠原調査地でのボーリングによる想定地質断面図 
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区間 M ：糸島市内のその他の地域 

 上記 3 か所以外にも空中写真による地形判読を行った．糸島市曽根付近の中位～高

位段丘最北部に尾根の左横ずれが見られた．また，高祖から波多江にかけて北西 -南東

走向の直線的な低崖が見つかった．ただし，延長距離が短く連続性は乏しい． 

既存のボーリング資料による地質データの整理を行った（図 3-21）．その結果，おお

むね北から南に向かって基盤岩上限の標高が低くなる傾向を見いだせた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-21 糸島平野の基盤岩上限の標高分布図 
（基図：国土地理院 1：25,000 地形図） 

下山ほか（1989），福岡県道路公社，糸島市，福岡県，防災科学技術研究所：ジオ・ステ
ーション，土木研究所：国土地盤情報検索サイト KuniJiban のボーリング資料をもとに作

成． 
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4.考察 

4.1 日向峠‐小笠木峠断層の通過位置について 

 本調査では，日向峠‐小笠木峠断層について空中写真による地形判読と現地での地

形・地質の調査を行った．その結果，付図ストリップマップⅡ～Ⅵに示すように，低断層崖

（後述），尾根・谷の左横ずれ，断層露頭を発見した．本調査で発見した低断層崖や尾

根・谷の系統的な左横ずれは活断層に特有のものであり，その位置に活断層が通過して

いることが強く示唆される．また，本調査で発見した断層露頭 3 か所（図 3-4，10）はいず

れも空中写真判読で日向峠‐小笠木峠断層が通過していると判断した地点で見いだされ，

その走向方向も一致する（付図ストリップマップⅢ，Ⅵ）．さらに未固結の断層粘土が見ら

れたことから，いずれも活断層の存在を示している．このように，断層変位地形及び断層

露頭を確認したことにより，活断層である日向峠‐小笠木峠断層の詳細な通過位置が明

らかになった．断層として認定できる区間は，糸島市高祖の宇土地区の南 (付図ストリップ

マップⅢ)から基山町園部の柿ノ原地区 (付図ストリップマップⅥ)にかけてで，その長さは

約 23km である． 

  

4.2 日向峠‐小笠木峠断層と前原断層の間の地域の調査結果について  

直線的に連続する崖と地層のずれ（糸島市前原北） 

糸島市前原付近に直線的に連続する崖（図 3-13）が存在する．この崖ラインの東延長

上である前原小学校で得られたボーリング資料では，中位段丘構成層と考えられる砂礫

層基底=基盤岩上限深度で 5.15m の地層のずれが認められた（図 3-14）．さらに，今回

この崖の西の延長部付近の前原北一丁目（前原北調査地）（図 3-15）で群列ボーリン

グ調査を行った結果，Bor.No.2〜Bor.No.3 間において，N4 層の基底=N5 層あるいは N6

層の花崗閃緑岩基盤の上限に 0.57ｍの地層のずれが認められた（図 3-16）．さらに，

Bor.No.2 コアの，深度 3.43〜3.73m に断層破砕帯が見いだされた（図 3-17）．

Bor.No.2 コアの破砕帯中の平行した 4 本の断層面の傾斜角度はいずれも 63°であっ

た． ボーリング調査結果では，この断層で接していることが確認されたのは，N5

層と N6 層のみであった．これらの層はいずれも基盤岩の中のものである．したが
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って，その上位の地層にまで断層の影響が及んでいるか否かは，今回の調査では

明確にできなかった． 

 上位の地層については，含有される火山灰分析に基づいて地層の形成年代を検

討してみた．その結果，次のような特徴を示す火山ガラスを抽出することができ

た．まず，未固結の地層である N2 層（深度 0.57m）から抽出された火山ガラスの

屈折率は，1.497 および 1.510-1.511 にピークを持つことが判った（図 4-2）．こ

れらの火山ガラスの屈折率は，姶良 Tn（AT）火山灰と鬼界アカホヤ（K-Ah）火山

灰の火山ガラス屈折率に一致する（町田・新井，2003）． 

 町田・新井（2003）によると，噴出年代は AT 火山灰が 26-29ka，K-Ah 火山灰が

7.3ka である．つまり，K-Ah 火山灰を含んでいる N2 層は完新統（沖積層）と考え

られる． 

 一方，半固結砂礫層である N3 層及び N4 層からは，火山ガラスは検出されず，

そのほか火山由来と考えられるような自形結晶（角閃石，磁鉄鉱など）も検出さ

れなかった．調査対象とした地域は，Aso-4 以降の堆積物中には，Aso-4 火砕流由

来の火山ガラスと角閃石や磁鉄鉱などの大きな自形結晶がごく普通に含まれる．このこ

とから，N3 層及び N4 層は Aso-4 堆積以前の堆積物である可能性が極めて高い．町

田・新井（2003）によれば，Aso-4 火砕流の噴出年代は 85-90ka であるため，  

N4 層は Aso-4 以前の更新統であると考えられる．したがって，N4 層は南側の中位

段丘を構成する砂礫層に対比される． 

 No.2 コアと No.3 コアの間では，N4 層とした中位段丘層の基底=基盤岩上限深度

に 0.57m の地層のずれが認められた（図 3-16）．このため No.2 と No.3 コアの間

に断層が存在する可能性が示唆される．なお，N3 層の基底深度は，No.1，No.2 No.4

ではほぼ同じであるため，少なくとも，N3層以上の地層は断層による影響を被っていな

いと思われる． 

このボーリング調査での中位段丘層の基底=基盤岩上限深度の垂直変位 0.57m は前

原小学校での垂直変位 5.15m に比べて小さい．可能性として，この地域において活断層

が「ミ」の字のような配置で分布しており，前原北の調査地が 1 本の活断層の末端付近で

あったためか，あるいは主断層ではなかったためであると考えられる．ただし，断層破砕帯

が見いだされたことから，基盤岩上限の変位と関連する断層運動の可能性は，現時点で
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は否定できない（付図ストリップマップⅡ）． 

 

系統的な谷の左横ずれ（糸島市前原）  

 糸島市前原で中位段丘面上の開析谷が系統的な左横ずれが見いだされた (付図ストリ

ップマップⅡ)．その走向方向は，上記の直線的な崖を通る活断層（図 3-13）と一致するが，

中位段丘面上に標高差は認められない．また，本地域内においては，地質ボーリング資

料が不十分であるため，地下における地層分布の詳細把握が困難であることから，推定

活断層とした． 

 

地層のずれ（糸島市篠原） 

今回，ボーリング調査によって，基盤深度に 7.25m ものずれが確認された．既存ボーリ

ングでも今回の調査地に近接する福岡前原道路建設の際のボーリング調査資料 (図

3-18)で，糸島市篠原に明瞭な地層の垂直変位が見られている．  

 

図 4-1 福岡前原道路の想定地質断面図（篠原付近） 
福岡県道路公社資料をもとに作成．図 3-18 と同じ範囲を東西反転させた． 
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 今回，篠原地区で実施したボーリング調査で得られたコアの地層を検討した（図 3-20）．

火山ガラスの屈折率測定の結果，S2 層（深度 0.25m）で抽出された火山ガラスの

屈折率は，1.497 および 1.510-1.511 にピークを持つことが判った（図 4-2）．こ

れらの火山ガラスの屈折率は， AT 火山灰と K-Ah 火山灰の火山ガラス屈折率に一

致する（町田・新井，2003）．同様に，S2 層の深度 0.45m では AT 火山灰の火山

ガラスが大部分を占めている． 

 S2 層は K-Ah 火山灰起源と考えられる火山ガラスを含んでいることから，完新

統の堆積物であると考えられる． 

 S3 層最上部には AT 火山灰由来の火山ガラスが含まれるほか，ごく少量に K-Ah

火山灰由来の火山ガラスが含まれる．S3 層最上部には，上位の S2 層から達した

植物根の痕跡（rootlet）が多数観察される．動植物による地層の擾乱作用は，し

ばしば地層を上下に攪拌するため，S3 層の最上部にのみ見られる火山ガラスは，

S2 層由来のものであると考えるのが妥当である． 

 S3 層中部には火山ガラスをほとんど含まない．S3 層下部には火山ガラスをほと

んど含まないが，少量の鬼界葛原（K-Tz）火山灰と Aso-4 火砕流堆積物由来と考

えられる古い火山ガラスのみが検出されたほか，角閃石や磁鉄鉱などの大きな自形

結晶を含んでいる．町田・新井（2003）によれば，K-Tz の噴出年代は 95ka，Aso-4

火砕流の年代は 85-90ka である．したがって，S3 層は Aso-4 火砕流以後で AT 火

山灰降灰までに形成された地層と考えられ，低位段丘層に相当する． 

 S4 層と S5 層は Aso-4 火砕流堆積物起源の鉱物を含んでいないので，Aso-4 火砕

流以前に堆積した地層であると考えられる．したがって，中位段丘層に相当する

と考えられる．S5 層は西側の丘陵をつくっている中位段丘層の主部と考えられる．

礫のサイズがやや細粒だが，S4 層も中位段丘層と考えられる． 

 花崗閃緑岩からなる S6 層は白亜紀の花崗岩類で，基盤岩である． 
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図 4-2 ボーリングコアの地層のテフラ分析結果 

テフラ分析は（株）京都フィッション・トラックに依頼した．  

 

 SNo.1 と SNo.2 地点間には，断層の存在が強く示唆される．その理由として， 

SNo.1 ボーリングコアにしか現れない低位段丘層の S3 層と中位段丘層である S4 層が

あること，この 2 地点間では S5 層の基底深度=基盤岩上限深度に 7.25m と非常に大

きなずれが認められるといった点である．なお，S2 層は SNo.1 と SNo.2 の両地点

で明瞭な差異はなく，地表面の傾斜とほぼ平行であることから，断層による変位は，

完新統にまでは及んでいない可能性が高い．  

 中位段丘層にずれが見いだせたことから，篠原調査地に活断層が通過している可能性

が示唆される．既存のボーリング調査及び今回実施したボーリング調査の結果から想定さ

れる活断層の走向は，北西-南東方向となる．  
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前原地区における活断層分布の可能性について 

 今回，活断層が想定された箇所に沿って，空中写真による地形の再判読を実施した．

前原北では中位段丘層の基底深度のずれが見つかった箇所に沿って直線的な崖が存

在しており，これらは断層崖と考えられる．一方，篠原では直線で連続する明瞭な断層変

位地形が見つからなかったが，図 4-3 のように，中位段丘の開析谷の左横ずれが追跡可

能なため，東側沖積低地にも沖積層に覆われた断層崖が延びている可能性がある．さら

にこれらの断層に挟まれた地域にも開析谷の横ずれが認められ，これらの活断層が「ミ」の

字を描く系統的なずれを示している可能性がある(図 4-3，付図ストリップマップⅡ)． 

 

図 4-3 前原地区で新たに想定された活断層の通過位置（ストリップマップⅡの

一部拡大） 

（基図：国土地理院 1:25,000 地形図） 

 

糸島市内のその他の地域 

今回見つかった断層と日向峠‐小笠木峠断層の間の，糸島市篠原から高祖において，

尾根の左横ずれや直線的な低崖が見いだされた (付図ストリップマップⅡ )．しかし，いず

れも連続性に乏しく，積極的に断層が通過していると判断できる根拠はない．この地域に
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明瞭な断層変位地形が見られないのは，新しい時代にできた沖積低地面や低位段丘面

が広がっていており，変位の累積が地形に現れにくいため，地形に基づく断層位置の推

定は困難な地区である．地下の地質分布を知ることができる既存ボーリング資料について

も，この地域では十分な資料が得られなかったため，断層の有無に関して十分な検討は

できなかった（図 3-21）．ただし，北から南に向かって深度が大きくなるという基盤岩の深

度分布や，この地域を南西側隆起の活断層が通過している点を考慮すると，今後検討が

必要な地域であるといえる． 

 

4.3 日向峠-小笠木峠断層と糸島半島沖断層群・前原断層の関連性  

日向峠-小笠木峠断層と糸島半島沖断層群・前原断層と関連性は，今回の調査では

明らかにできなかった（図 4-4，付図ストリップマップⅥ）．仮にこれらの断層が一連の

ものであったとすると，今回検討が不十分であった箇所も含め，この 2 地点を両端とすると

断層帯の長さは 51km となる．この値に基づいて推定される地震の規模は，松田式（1975）

によれば M7.7 となる．しかし，これらの断層が一連のものであると評価できるものか否かは

今後の更なる調査・検討を慎重に実施する必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 本調査に基づく活断層の通過位置 
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（基図：国土地理院 1:200,000 地勢図） 

糸島半島沖断層の位置は九州電力（2009），宇美断層及び警固断層の位置は「活

断層の位置形状の検討作業グループ」による． 

4.4 断層の活動性について 

4.4.1 福岡市早良区脇山の低崖について 

 まず初めに，図 3-5，6 に示した福岡市早良区脇山の低崖が低断層崖かどうかについて

検討する．このような低崖は河川の侵食によっても作られ，その場合，崖は河川とほぼ平

行にできる．この低崖の付近には椎原川と小笠木川という 2 本の河川が流れている．椎原

川はこの低崖とは平行な走向でないため，椎原川の侵食崖であるとは考えにくい．一方，

小笠木川は低崖とほぼ平行な走向なため，河川との位置関係のみから見ると小笠木川の

侵食崖の可能性も否定できない．しかし，この低崖は現在の小笠木川の河床から約 10m

高い位置にあり，小笠木川の規模を考えるとこの位置まで侵食が及ぶとは考えにくい．さ

らに，河川の侵食崖の場合，崖の高さは段丘面によらず一様であるはずだが，低崖の高

さに変位の累積性が見られること（後述），さらに低崖の位置で開析谷の左横ずれが見ら

れることから，この低崖は低断層崖であると判断した．低断層崖とする見解は本調査に先

立ってこの場所で行われた水野ほか（2011）の予察調査によっても得られている． 

 次に段丘面と低断層崖の高さの関係について考察する．  低断層崖は空中写真判読

では L1 面上に明瞭に認められる．水野ほか（2011）は圃場整備後の人工的な地形改変

後にも低断層崖が残っていると仮定して測量を行い，2〜4ｍ程度の上下変位量を推定し，

古い段丘面ほど変位が大きいことから，変位の累積性を指摘した．しかし，脇山地区では

1990 年代に圃場整備事業が広域に行われ，古い空中写真に認められた崖は圃場整備

で失われたため，現在残っていない．このため地形断面図作成にあたっては，より正確を

期するため，この地区の埋蔵文化財発掘報告書（福岡市教育委員会，1990 ほか）に掲

載されている詳細な地図を用いた．この地図には圃場整備前の田畑 1 枚 1 枚の標高が

1cm 単位で表示されており，正確な地形断面図を作成することができた．地形断面図は

低崖とほぼ垂直な方向に 4 本作った．それを図 3-7，8 に示す．その結果，変位量は L1

面上で 3.5m，L2 面上では 1m となり（図 3-7，8），L2 面上にも変位が認められた．沖積面

や沖積段丘面には変位が認められないので，断層の最終活動時期は L2 面形成後であ
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ると推定される．古い段丘面ほど変位量が大きくなる，変位の累積性が認められ，これは

低断層崖に特有のものであることから，活断層の存在を強く示唆している．  

 

4.4.2 断層の平均変位速度について 

低断層崖が切っている段丘面の形成年代と低断層崖の高さ（変位量）が分かれば，断

層の平均変位速度を求めることができる．断層の平均変位速度とは，数千年以上の長い

タイムスケールで平均したときの断層の速度のことで，断層の活動度を表す指標として用

いられている． 

 段丘面のできた年代について検討する．Aso-4 火砕流堆積面が確認された早良区西

入部四丁目付近（図 3-3）と脇山付近 (図 3-6)の段丘面を対比すると，L1 面の沖積面か

らの比高は Aso-4 火砕流堆積面とほぼ同じである．また，1990 年代に行われた脇山地区

の埋蔵文化財調査の際に，図 3-6 に示す地点で，L1 面構成礫層の直下に Aso-4 火砕

流堆積物を確認している．これらのことから L1 面は Aso-4 直後に形成されたと推定される．

Aso-4 火砕流の年代は 9～8.5 万年前とされており（町田・新井，2003），L1 面の形成年

代を約 8.5 万年前と推定した． 

また，L1 面上の変位量は 3.5m と求められている． 

変位量と段丘面の形成年代が分かったので，これに基づいて鉛直方向の平均変位速

度を算出する（図 4-3）．低断層崖の高さ 3.5m を段丘面の形成年代 8.5 万年で除して，

断層の鉛直方向の平均変位速度は 4cm/1,000 年と求められる．したがって，断層の活動

度は C 級（平均変位速度：1cm～10cm/1,000 年）と推定される． 



44 

 

 

図 4-3 断層の平均変位速度の算出  

上：脇山の低崖の地形断面図 2（断面の位置は図 3-6 参照） 

下：平均変位速度を求める計算，断層の平均変位速度と活動度の表  

 

正味の断層変位速度を求めるためには，さらに水平方向の平均変位速度を求めること

が必要である．脇山の低断層崖の部分で開析谷が左横ずれしていて，この左横ずれの量

は，25m～75m ほどである．しかし，これは鉛直方向の変位量の 10 倍程度にもなり，段丘

面形成以降の断層の変位量を正しく表しているとは考えにくい．おおよその活動度を知る

ため段丘面の形成時期を 8.5 万年前として，開析谷の左横ずれ量を 25m として試算して
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みる．横ずれ量 25m を段丘面の形成年代 8.5 万年で除すると，断層の水平方向の平均

変位速度は 29.4cm/1,000 年と求められる．垂直変位量と水平変位量から正味の断層変

位速度を求めると 29.7 cm/1,000 年となる．したがって，断層の活動度はＢ級（平均変位

速度：10cm～100cm/1,000 年）と推定される．しかし，水平変位は河川の側方侵食が加

わっていると考えられ，かなり過剰に見積もられた可能性がある．それゆえ本調査ではこの

値は採用せず，鉛直（上下）方向の変位のみで議論すると，鉛直（上下）方向の日向峠−

小笠木峠断層の活動度は C 級（平均変位速度：1cm～10cm/1,000 年）と推定される． 
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5 結論 

1） 地形的・地質的な調査により日向峠‐小笠木峠断層の詳細な通過位置が判明した．  

2） 日向峠-小笠木峠断層と前原断層の間に位置する糸島市前原から篠原にかけての

地域を活断層が通過している． 

3） 福岡市早良区脇山に認められた低崖は日向峠‐小笠木峠断層の低断層崖である．

この低断層崖の詳細な調査を行った結果 ，断層の鉛直方向の平均変位速度は

4cm/1,000 年と算出され，断層の活動度は C 級と推定される．  
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6 今後の課題 

 本調査では 1 箇所のボーリング調査とピット堀あるいはジオスライサー調査を実施する予

定であったが，糸島市街地で 2 箇所の要調査地が発見されたため，ボーリング調査のみ

を前原北，篠原で行なった．  

日向峠—小笠木凍原断層の調査では，断層露頭を複数発見したこと，断層の活動度

を算出することができた．しかし，地震発生確率を求める上で必要な，断層の詳細な活動

履歴は依然として不明である．今後ジオスライサー調査やトレンチ調査などによるさらに詳

細な活動履歴の調査が必要である． 
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日向峠‐小笠木峠断層・前原断層ストリップマップⅡ 前原地区 

 

日向峠‐小笠木峠断層・前原断層ストリップマップⅢ 日向峠地区 

 

日向峠‐小笠木峠断層・前原断層ストリップマップⅣ 脇山地区 

 

日向峠‐小笠木峠断層・前原断層ストリップマップⅤ 南面里地区 

 

日向峠‐小笠木峠断層・前原断層ストリップマップ Ⅵ 平等寺地区 
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警固断層系活断層調査における周辺断層調査検討業務 

 

（株）加速器分析研究所 

１ 化学処理工程 

１）メス・ピンセットを使い、根・土等の付着物を取り除く。 

２）酸-アルカリ-酸（AAA：Acid Alkali Acid）処理により不純物を化学的に取り除く。その後、超純水で

中性になるまで希釈し、乾燥させる。AAA処理における酸処理では、通常 1mol/ℓ（1M）の塩酸（HCl）

を用いる。アルカリ処理では水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液を用い、0.001Mから 1Mまで徐々に濃度

を上げながら処理を行う。アルカリ濃度が 1Mに達した時には「AAA」、1M未満の場合は「AaA」と表 1

に記載する。 

３）試料を燃焼させ、二酸化炭素（CO2）を発生させる。 

４）真空ラインで二酸化炭素を精製する。 

５）精製した二酸化炭素を鉄を触媒として水素で還元し、グラファイト（C）を生成させる。 

６）グラファイトを内径 1mmのカソードにハンドプレス機で詰め、それをホイールにはめ込み、測定装置

に装着する。 

 

２ 測定方法 

 加速器をベースとした 14C-AMS専用装置（NEC社製）を使用し、14Cの計数、 13C濃度（13C/12C）、14C濃度

（14C/12C）の測定を行う。測定では、米国国立標準局（NIST）から提供されたシュウ酸（HOxⅡ）を標準試

料とする。この標準試料とバックグラウンド試料の測定も同時に実施する。 

 

３ 算出方法 

１）δ13Cは、試料炭素の 13C濃度（13C/12C）を測定し、基準試料からのずれを千分偏差（‰）で表した値

である（表 1）。AMS装置による測定値を用い、表中に「AMS」と注記する。 

２）14C年代（Libby Age：yrBP）は、過去の大気中 14C濃度が一定であったと仮定して測定され、1950年

を基準年（0yrBP）として遡る年代である。年代値の算出には、Libbyの半減期（5568年）を使用する

（Stuiver and Polach 1977）。14C年代はδ13Cによって同位体効果を補正する必要がある。補正した

値を表 1に、補正していない値を参考値として表 2に示した。14C年代と誤差は、下 1桁を丸めて 10

年単位で表示される。また、14C年代の誤差（±1σ）は、試料の 14C年代がその誤差範囲に入る確率が

68.2％であることを意味する。 

３）pMC (percent Modern Carbon)は、標準現代炭素に対する試料炭素の 14C濃度の割合である。pMCが小

さい（14Cが少ない）ほど古い年代を示し、pMCが 100以上（14Cの量が標準現代炭素と同等以上）の場

合 Modernとする。この値もδ13Cによって補正する必要があるため、補正した値を表 1に、補正して

いない値を参考値として表 2に示した。 

４）暦年較正年代とは、年代が既知の試料の 14C濃度を元に描かれた較正曲線と照らし合わせ、過去の 14C

濃度変化などを補正し、実年代に近づけた値である。暦年較正年代は、14C年代に対応する較正曲線上

の暦年代範囲であり、1標準偏差（1σ＝68.2％）あるいは 2標準偏差（2σ＝95.4％）で表示される。

グラフの縦軸が 14C年代、横軸が暦年較正年代を表す。暦年較正プログラムに入力される値は、δ13C

補正を行い、下一桁を丸めない 14C年代値である。なお、較正曲線および較正プログラムは、データ



の蓄積によって更新される。また、プログラムの種類によっても結果が異なるため、年代の活用にあ

たってはその種類とバージョンを確認する必要がある。ここでは、暦年較正年代の計算に、IntCal09

データベース（Reimer et al. 2009）を用い、OxCalv4.1較正プログラム（Bronk Ramsey 2009）を使

用した。暦年較正年代については、特定のデータベース、プログラムに依存する点を考慮し、プログ

ラムに入力する値とともに参考値として表 2に示した。暦年較正年代は、14C年代に基づいて較正

（calibrate）された年代値であることを明示するために「cal BC/AD」（または「cal BP」）という単

位で表される。 

 

４ 測定結果 

表 1 

測定番号 試料名 採取場所 
試料 

形態 

処理

方法 

δ13C (‰) 

(AMS) 

δ13C補正あり 

Libby Age （yrBP） pMC (%) 

IAAA-113000 No.2Br1.13m 福岡県糸島市前原北 前原断層 木片 AaA -29.25  ± 0.50  1,720 ± 20 80.69  ± 0.23  

 [#4961] 

表 2 

測定番号 
δ13C補正なし 

暦年較正用(yrBP) 1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲 
Age (yrBP) pMC （％） 

IAAA-113000 1,790 ± 20  79.99 ± 0.21 1,723 ± 22 

258calAD - 300calAD (36.8%) 

318calAD - 348calAD (25.2%) 

369calAD - 378calAD ( 6.2%) 

252calAD - 387calAD (95.4%) 

 [参考値]   

文献 

Stuiver M. and Polach H.A. 1977 Discussion: Reporting of 14C data, Radiocarbon 19(3), 355-363 
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深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

0.00

0.50

1.00

2.5Y 3/2
(黒褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.1.(1)-1
No.1.(1)

No.1.(2)

2.5Y 4/1
(黄灰色)

2.5Y 3/2
(黒褐色)

10YR 4/4
(褐色)

0.00〜0.30m
主に腐植土混じりの砂混じりシル
トよりなる。表面の水田耕作土か
ら連続している。

0.30〜0.83m
φ＝２〜５mmの礫が混じる粗粒
砂よりなる。塊状、堆積構造等は
認められない。

0.83〜1.00m
φ＝２〜５mmの礫を含む砂礫層
からなる。基質は粘土混じり粗粒
砂を主体とする。塊状、堆積構造
等は認められない。全体に風化が
進行している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

1.00

1.50

2.00

10YR 4/4
(褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.1.(1)-2
No.1.(1)

No.1.(2)

7.5YR 4/4
(褐色)

1.00〜1.40m
φ＝２〜５mmの礫を含む砂礫層
からなる。基質は粘土混じり粗粒
砂を主体とする。塊状、堆積構造
等は認められない。全体に風化が
進行している。

1.40〜2.00m
φ＝２〜30mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体であるが、粘土
分も多く含まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

2.00

2.50

3.00

7.5YR 4/4
(褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.1.(1)-3
No.1.(1)

No.1.(2)

7.5YR 5/6
(明褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

2.00〜3.00m
φ＝２〜30mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体であるが、粘土
分も多く含まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

3.00

3.50

4.00

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.1.(2)-1
No.1.(1)

No.1.(2)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

2.5YR 5/4
(にぶい黄褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

3.00〜3.74m
φ＝２〜40mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体であるが、粘土
分も多く含まれる。

3.74〜4.00m
花崗閃緑岩起源の二次マサ。風化
が著しい。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

4.00

4.50

5.00

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.1.(2)-2
No.1.(1)

No.1.(2)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

4.00〜4.70m
花崗閃緑岩起源の二次マサ。風化
が著しい。

4.70〜5.00m
細粒花崗閃緑岩からなる。風化が
著しく、岩芯まで脆い。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

5.00

5.50

6.00

10YR 6/4
(にぶい黄橙色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.1.(2)-3
No.1.(1)

No.1.(2)

7.5YR 6/4
(にぶい橙色)

7.5YR 4/4
(褐色)

5YR 5/4
(にぶい赤褐色)

4.70〜5.00m
細粒花崗閃緑岩からなる。風化が
著しく、岩芯まで脆い。

5.20〜5.35m
アプライト脈が見られる。粘土化
している部分が多いが、岩芯が僅
かに残っており、礫状に産する。

5.85〜6.00m
アプライト脈が見られる。岩芯が
残っており、やや硬質。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

0.00

0.50

1.00

2.5Y 3/2
(黒褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(1)-1
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

10YR 3/2
(黒褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

10YR 3/3
(暗褐色)

0.00〜0.49m
主に腐植土混じりの砂混じりシル
トよりなる。表面の水田耕作土か
ら連続している。

0.49〜1.00m
φ＝２〜５mmの礫が混じる粗粒
砂よりなる。塊状、堆積構造等は
認められない。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

1.00

1.50

2.00

7.5Y 2/1
(黒色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(1)-2
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

7.5YR 4/3
(褐色)

10YR 4/4
(褐色)

10YR 4/4
(褐色)

1.00〜1.10m
φ＝２〜５mmの礫が混じる粗粒
砂よりなる。塊状、堆積構造等は
認められない。

1.10〜1.27m
φ＝２〜５mmの礫を含む砂礫層
からなる。基質は粘土混じり粗粒
砂を主体とする。塊状、堆積構造
等は認められない。全体に風化が
進行している。

1.27〜2.00m
φ＝２〜60mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

2.00

2.50

3.00

10YR 4/4
(褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(1)-3
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

7.5YR 5/6
(明褐色)

7.5YR 5/6
(明褐色)

2.00〜3.00m
φ＝２〜40mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

3.00

3.50

4.00

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(2)-1
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

10YR 4/4
(褐色)

10YR 4/4
(褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

3.00〜3.63m
φ＝２〜40mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。

3.63〜4.00m
花崗閃緑岩起源の二次マサ。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

4.00

4.50

5.00

7.5YR 4/3
(褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(2)-2
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

7.5YR 4/2
(灰褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 5/3
(にぶい黄褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

4.00〜4.43m
花崗閃緑岩起源の二次マサ。風化
が著しい。
見かけ上下位の風化花崗閃緑岩と
は断層接触であり、境界は白色の
粘土が認められる。

4.43〜5.00にかけて断層面が認
められる。断層面は約63°の傾
斜を有する。断層面が認められる
間は、破断面が密に見られ、断層
破砕帯の一部をなしていると思わ
れる。断層面に沿って乳白色を呈
する粘土が認められる。

4.43〜5.00m
細粒花崗閃緑岩からなる。断層沿
いに破断が密に入る。



10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(2)-3
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

7.5YR 4/3
(褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

5.00〜6.00m
細粒花崗閃緑岩からなる。4.43
〜5.00に見られる断層と同様の
傾斜を持つ破断が認められる。
見かけ上の下位ほど破断面が少な
くなる。

5.00

5.50

6.00



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

6.00

6.50

7.00

10YR 5/3
(にぶい黄褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(3)-1
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

10YR 5/3
(にぶい黄褐色)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

6.00〜7.00m
細粒花崗閃緑岩からなる。風化が
著しく、岩芯まで脆い。
4.43〜5.00に見られる断層と同
様の傾斜を持つ破断が認められる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

7.00

7.50

8.00

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(3)-2
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

7.00〜8.00m
細粒花崗閃緑岩からなる。風化が
著しく、岩芯まで脆い。
4.43〜5.00に見られる断層と同
様の傾斜を持つ破断が認められる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

8.00

8.50

9.00

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.2.(3)-3
No.2.(1)

No.2.(2)

No.2.(3)

7.5YR 6/4
(にぶい橙色)

8.00〜8.50m
細粒花崗閃緑岩からなる。風化が
著しく、岩芯まで脆い。
4.43〜5.00に見られる断層と同
様の傾斜を持つ破断が認められる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

0.00

0.50

1.00

10YR 3/1
(黒褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.3.(1)-1
No.3.(1)

No.3.(2)

2.5Y 4/1
(黄灰色)

2.5Y 3/1
(黒褐色)

5Y 4/2
(灰オリーブ色)

10YR 4/2
(黄灰褐色)

0.00〜0.34m
主に腐植土混じりの砂混じりシル
トよりなる。表面の水田耕作土か
ら連続している。

0.34〜0.70m
φ＝２〜５mmの礫が混じる粗粒
砂よりなる。塊状、堆積構造等は
認められない。

0.70〜1.00m
φ＝２〜５mmの礫を含む砂礫層
からなる。基質は粘土混じり粗粒
砂を主体とする。塊状、堆積構造
等は認められない。全体に風化が
進行している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

1.00

1.50

2.00

5GY 3/1
(暗オリーブ色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.3.(1)-2
No.3.(1)

No.3.(2)

2.5Y 5/3
(黄褐色)

2.5Y 4/3
(オリーブ褐色)

5Y 5/2
(灰オリーブ色)

2.5Y 5/3
(黄褐色)

1.00〜1.03m
φ＝２〜５mmの礫を含む砂礫層
からなる。基質は粘土混じり粗粒
砂を主体とする。塊状、堆積構造
等は認められない。全体に風化が
進行している。

1.03〜2.00m
φ＝２〜60mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

2.00

2.50

3.00

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.3.(1)-3
No.3.(1)

No.3.(2)

10YR 5/3
(にぶい黄褐色)

2.5Y 5/1
(黄灰色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

2.00〜3.00m
φ＝２〜50mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

3.00

3.50

4.00

7.5YR 4/3
(褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.3.(2)-1
No.3.(1)

No.3.(2)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

3.00〜4.15m
φ＝２〜60mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

4.00

4.50

5.00

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.3.(2)-2
No.3.(1)

No.3.(2)

10YR 5/3
(にぶい黄褐色)

10YR 5/3
(にぶい黄褐色)

4.00〜4.04m
φ＝２〜40mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩等からなる。

4.04〜4.57m
花崗閃緑岩からなる。風化が著し
く、脆弱。

4.57〜4.60m
アプライト岩脈。岩芯は風化して
おらず、破断により礫状。

4.60〜5.00m
花崗閃緑岩からなる。風化が著し
く、脆弱。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

0.00

0.50

1.00

10YR 4/1
(褐灰色)

2.5Y 4/1
(黄灰色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.4.(1)-1
No.4.(1)

No.4.(2)

2.5Y 4/3
(オリーブ褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

2.5Y 4/2
(暗灰黄色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

0.00〜0.37m
主に腐植土混じりの砂混じりシル
トよりなる。表面の水田耕作土か
ら連続している。

0.37〜0.50m
φ＝２〜５mmの礫が混じる粗粒
砂よりなる。塊状、堆積構造等は
認められない。

0.50〜1.00m
φ＝２〜５mmの礫を含む砂礫層
からなる。基質は粘土混じり粗粒
砂を主体とする。塊状、堆積構造
等は認められない。全体に風化が
進行している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

1.00

1.50

2.00

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.4.(1)-2
No.4.(1)

No.4.(2)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

2.5Y 5/3
(黄褐色)

2.5YR 5/4
(にぶい赤褐色)

1.00〜1.05m
φ＝２〜5mmの礫を含む砂礫層
からなる。基質は粘土混じり粗粒
砂を主体とする。塊状、堆積構造
等は認められない。

1.05〜2.00m
φ＝２〜20mmの礫を含む礫層か
らなる。僅かに30〜40mm径の
礫も点在する。礫種は、花崗閃緑
岩、変成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

2.00

2.50

3.00

5Y 5/4
(オリーブ色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.4.(1)-3
No.4.(1)

No.4.(2)

7.5YR 4/4
(褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

2.00〜3.00m
φ＝２〜20mmの礫を含む礫層か
らなる。僅かに30〜40mm径の
礫も点在する。礫種は、花崗閃緑
岩、変成岩、閃緑岩等からなる。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

3.00

3.50

4.00

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.4.(2)-1
No.4.(1)

No.4.(2)

7.5YR 4/4
(褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

3.00〜4.00m
φ＝２〜20mmの礫を含む礫層か
らなる。僅かに40〜50mm径の
礫も点在する。礫種は、花崗閃緑
岩、変成岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は15mm以下の径のもの
が多い。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

4.00

4.50

5.00

7.5YR 5/6
(明褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.4.(2)-2
No.4.(1)

No.4.(2)

7.5YR 5/6
(明褐色)

5YR 5/6
(明赤褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

4.00〜4.15m
φ＝２〜40mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、花崗閃緑岩、変
成岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は15mm以下の径のもの
が多い。
礫は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないもの
が混在している。
基質は粗粒砂主体で、粘土分も含
まれる。

4.15〜5.00m
花崗閃緑岩からなる。風化が著し
く、脆弱。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

5.00

5.50

6.00

7.5YR 4/4
(褐色)

地区名 ：　前原北

コア番号 ：　No.4.(2)-3
No.4.(1)

No.4.(2)

5.00〜5.20m
花崗閃緑岩からなる。風化が著し
く、脆弱。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

0.00

0.50

1.00

7.5Y 3/3
(暗褐色)

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(1)-1

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

7.5YR 4/3
(褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 3/3
(暗褐色)

5Y 3/2
(暗赤褐色)

7.5Y 4/3
(褐色)

10YR 5/4

5YR 4/6
(赤褐色)

(にぶい黄褐色)

0.00〜0.20m
主に砂混じりシルトよりなる。腐
食土が多く混ざる。

0.20〜0.61m
主に砂混じりシルトよりなる。腐
食土が僅かに混入する。上位の地
層との境界は不明瞭であるが、色
調が漸移的に変化する。

0.61〜1.00m
主に粘土層よりなる。一部強風化
した礫が混じる。乳白色系と赤褐
色系の部分がまだらに混在する。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

1.00

1.50

2.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(1)-2

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

7.5YR 4/4
(褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

7.5Y 5/6
(明褐色)

5YR 4/3
(にぶい赤褐色)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

1.00〜1.83m
主に粘土層よりなる。一部強風化
した礫が混じる。乳白色系と赤褐
色系の部分がまだらに混在する。
下位の地層との境界は不明瞭であ
る。

1.83〜2.00m
φ＝２〜30mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる
基質は粗粒砂を主体とする。全体
に風化が進行しており、基質の一
部は粘土化している。礫は岩芯ま
で風化している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

2.00

2.50

3.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(1)-3

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

7.5YR 4/4
(褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

2.00〜2.45m
φ＝２〜30mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる
基質は粗粒砂を主体とする。全体
に風化が進行しており、基質の一
部は粘土化している。礫は岩芯ま
で風化している。下位の層との境
界は不明瞭。

2.45〜3.00m
φ＝5〜80mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

3.00

3.50

4.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(2)-1

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

3.00〜4.00m
φ＝5〜70mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

4.00

4.50

5.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(2)-2

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 4/6
(褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

4.00〜4.50m
φ＝5〜50mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。

4.50〜4.75m
φ＝5〜30mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。
上位、下位の地層と比較して基質
量が多く、礫径も小さいが、明瞭
な境界は見られない。全体に風化
が進行している。

4.75〜5.00m
φ＝5〜50mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

5.00

5.50

6.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(2)-3

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

5.00〜5.70m
φ＝5〜60mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫
は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないも
のが混在している。

5.70〜6.00m
φ＝5〜30mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫
は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないも
のが混在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

6.00

6.50

7.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(3)-1

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 3/3
(暗褐色)

6.00〜7.00m
φ＝5〜60mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫
は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないも
のが混在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

7.00

7.50

8.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(3)-2

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 4/6
(褐色)

7.00〜8.00m
φ＝5〜60mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫
は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないも
のが混在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

8.00

8.50

9.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(3)-3

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/4
(褐色)

10Y 4/2
(オリーブ灰色)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

8.00〜8.35m
φ＝5〜60mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫
は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないも
のが混在している。

8.35〜9.00m
φ＝5〜40mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
全体に粗粒砂を主体とした基質
が多い。礫は岩芯まで風化が進
行しているものとあまり風化し
ていないものが混在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

9.00

9.50

10.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(4)-1

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

9.00〜9.50m
φ＝5〜40mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫
は岩芯まで風化が進行している
ものとあまり風化していないも
のが混在している。

9.50〜10.00m
φ＝１0〜100mmの礫を含む礫
層からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

10.00

10.50

11.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(4)-2

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10.00〜10.50m
φ＝１0〜70mmの礫を含む礫
層からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。下位
よりもやや基質量が多い。礫は岩
芯まで風化が進行しているものと
あまり風化していないものが混在
している。

10.50〜11.00m
φ＝5〜30mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とし、基質量
が多い。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

11.00

11.50

12.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(4)-3

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

11.00〜12.00m
φ＝１0〜50mmの礫を含む礫
層からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。下位
よりもやや基質量が多い。礫は岩
芯まで風化が進行しているものと
あまり風化していないものが混在
している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

12.00

12.50

13.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(5)-1

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

10YR 4/4
(褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

12.00〜13.00m
φ＝１0〜60mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

13.00

13.50

14.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(5)-2

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

7.5YR 4/4
(褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

7.5Y 2/1
(黒色)

13.00〜14.00m
φ＝１0〜80mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

14.00

14.50

15.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(5)-3

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

7.5YR 4/4
(褐色)

10YR 4/4
(褐色)

2.5Y 4/3
(オリーブ褐色)

10YR 5/4
(にぶい黄褐色)

1４.00〜1５.00m
φ＝１0〜100mmの礫を含む礫
層からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が
多く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜
円礫を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

15.00

15.50

16.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(6)-1

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

2.5Y 5/3
(黄褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

15.00〜16.00m
φ＝１0〜80mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。

15.15〜15.20m, 15.52〜
15.60m, 15.73〜15.78mでは
礫が少なく細粒となる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

16.00

16.50

17.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(6)-2

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

2.5Y 4/2
(暗灰黄色)

2.5Y 6/2
(灰黄色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

2.5Y 6/2
(灰黄色)

5Y 5/1
(灰色)

16.00〜16.41m
φ＝１0〜70mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。

16.41〜17.00m
花崗閃緑岩。班晶は2〜4mm
でほぼ均質。上位の礫層との境界
面は明瞭で境界付近における風化
の差は見られない。

岩芯まで風化しており脆い。
16.90〜17.00mに閃緑岩質、黒
色を呈する異質岩種（ゼノリス、
もしくは貫入？）が見られる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

17.00

17.50

18.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-1.(6)-3

No.S-1.(1)

No.S-1.(2)

No.S-1.(3)

No.S-1.(4)

No.S-1.(5)

No.S-1.(6)

2.5Y 4/1
(黄灰色)

2.5Y 6/2
(灰黄色)

17.00〜17.60m
花崗閃緑岩。班晶は2〜4mm
でほぼ均質。
岩芯まで風化しており脆い。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

0.00

0.50

1.00

7.5YR 4/2
(灰褐色)

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(1)-1

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

7.5YR 4/2
(灰褐色)

5YR 4/3
(にぶい赤褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

No.S-2.(4)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

7.5Y 3/2
(黒褐色)

0.00〜0.10m
粗粒ないし中粒砂混じりシルトを
主体とした層。腐植土混じり。耕
作土。

０.10〜0.50m
φ＝2〜10mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。変成岩
礫は角礫ないし亜角礫が多く、花
崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫を主
体とする。
風化が著しく、礫と基質の境界が
不明瞭となる。ほぼ総ての礫種で
岩芯まで強く風化しており、基質
はシルト・粘土を多く含む。下位
及び上位の地層との境界は不明
瞭。

0.50〜1.00m
φ＝５〜50mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。変成
岩礫は角礫ないし亜角礫が多く、
花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫を主
体とする。
風化が著しく、礫と基質の境界が
不明瞭となる。ほぼ総ての礫種で
岩芯まで強く風化している。基質
はやや粘土質。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

1.00

1.50

2.00

7.5YR 4/3
(褐色)

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(1)-2

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

7.5YR 4/4
(褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

No.S-2.(4)

7.5YR 4/3
(褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

1.00〜1.50m
φ＝５〜50mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。変成岩
礫は角礫ないし亜角礫が多く、花
崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫を主
体とする。
風化が著しく、礫と基質の境界が
不明瞭となる。ほぼ総ての礫種で
岩芯まで強く風化している。基質
はやや粘土質。

1.50〜2.00m
φ＝５〜50mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。変成岩
礫は角礫ないし亜角礫が多く、花
崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫を主
体とする。
風化が著しく、礫と基質の境界が
不明瞭となる。岩芯まで強く風化
しているものが多い。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

2.00

2.50

3.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(1)-3

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

7.5YR 4/4
(褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

No.S-2.(4)

7.5YR 4/3
(褐色)

7.5YR 3/4
(暗褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

2.00〜3.00m
φ＝５〜50mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。変成岩
礫は角礫ないし亜角礫が多く、花
崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫を主
体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。
これより下位の地層より風化が進
行している。特に2.00〜2.50m
は風化が著しい。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

3.00

3.50

4.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(2)-1

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/4
(褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

3.00〜4.00m
φ＝５〜50mmの礫を含む礫層か
らなる。礫種は、変成岩、花崗閃
緑岩、閃緑岩等からなる。変成岩
礫は角礫ないし亜角礫が多く、花
崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫を主
体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。
風化の著しい部分は一部粘土化
している。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

4.00

4.50

5.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(2)-2

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/4
(褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

5GY 3/1
(暗オリーブ灰色)

2.5Y 7/2
(灰黄色)

4.00〜5.00m
φ＝１0〜100mmの礫を含む礫
層からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。
風化の著しい部分は一部粘土化し
ている。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

5.00

5.50

6.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(2)-3

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

7.5Y 4/4
(褐色)

7.5Y 4/4
(褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

5.00〜6.00m
φ＝１0〜70mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。
風化の著しい部分は一部粘土化し
ている。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

6.00

6.50

7.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(3)-1

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

2.5Y 4/3
(オリーブ褐色)

2.5GY2/1
(黒色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

7.5YR 5/4
(にぶい褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 5/3
(にぶい黄褐色)

6.00〜7.00m
φ＝１0〜50mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。
風化の著しい部分は一部粘土化し
ている。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

7.00

7.50

8.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(3)-2

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

7.5YR 4/3
(褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

10Y 4/3
(にぶい黄褐色)

10YR 6/2
(灰黄褐色)

7.00〜8.00m
φ＝１0〜150mmの礫を含む礫
層からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。
風化の著しい部分は一部粘土化し
ている。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

8.00

8.50

9.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(3)-3

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

7.5YR 4/4
(褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

7.5YR 4/3
(褐色)

8.00〜9.00m
φ＝１0〜60mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。
風化の著しい部分は一部粘土化し
ている。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

9.00

9.50

10.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(4)-1

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

10YR 3/2
(黒褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

2.5Y 3/1
(黒褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

10YR 3/2
(黒褐色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

2.5Y 3/1
(黒褐色)

9.00〜9.45m
φ＝１0〜50mmの礫を含む礫
層からなる。礫種は、変成岩、花
崗閃緑岩、閃緑岩等からなる。
変成岩礫は角礫ないし亜角礫が多
く、花崗閃緑岩や閃緑岩は亜円礫
を主体とする。
基質は粗粒砂を主体とする。礫は
岩芯まで風化が進行しているもの
とあまり風化していないものが混
在している。

9.45〜9.58m
φ2〜4mmの細礫混じり粗粒砂か
らなる。弱い平行葉理が認められ
る。上下の地層境界は不明瞭。

9.58〜9.85m
φ＝１0〜50mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩等からなる。僅かに上方
細粒化傾向あり。

9.85〜9.96m
φ2〜4mmの細礫混じり粗粒砂か
らなる。

9.96〜10.00m
φ２〜50mmの礫を含む礫層から
なる。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

10.00

10.50

11.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(4)-2

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

2.5Y 3/1
(黒褐色)

5Y 4/1
(灰色)

7.5Y 4/1
(灰色)

2.5Y 4/1
(黄灰色)

10YR 4/2
(灰黄褐色)

10.00〜10.05m
φ＝１0〜３0mmの礫を含む礫層
からなる。礫種は、変成岩、花崗
閃緑岩等からなる。

10.05〜11.00m
花崗閃緑岩。班晶は2〜4mmでほ
ぼ均質。
岩芯まで風化しており脆い。
上位の礫層との境界面は明瞭で境
界付近における風化の差は見られ
ない。

10.20〜10.40mに亀裂あり。亀
裂沿いに細脈が認められる。

10.30〜10.40mに閃緑岩質の異
質岩種が僅かに認められる（貫入
岩？）。



深度（m） 記載 土色計測定値コア写真 柱状図

11.00

11.50

12.00

地区名 ：　篠原

コア番号 ：　No.S-2.(4)-3

No.S-2.(1)

No.S-2.(2)

No.S-2.(3)

No.S-2.(4)

2.5Y 5/2
(暗灰黄色)

2.5Y 4/1
(黄灰色)

11.00〜11.80m
花崗閃緑岩。班晶は2〜4mm
でほぼ均質。
岩芯まで風化しており脆い。

11.15〜11.30mに亀裂あり。
亀裂沿いに風化が進行し、褐色
を帯びる。
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