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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 



1-3 

【文献調査結果】 

 「［新編］日本の活断層」（1991）は，六ヶ所村明神川付近から御宿山北方に至る延長約４km間に，NE−SW方向の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」を示している。一方，50万
分の１活構造図「青森」（1986），「200万分の1日本列島活断層図」（2000）及び「活断層詳細デジタルマップ」（2002）には，同位置に活断層あるいは推定活断層は示されていない。 

【空中写真判読結果】 

 空中写真判読結果からは六ヶ所村明神川付近から御宿山北方を経て横浜町武ノ川上流に至る延長約８km間に，NE−SW方向のＬＤリニアメントが判読され，このうち，北東側の約４km間
のリニアメントが，「［新編］日本の活断層」（1991）によるリニアメントに対応する。リニアメントは，山地内の鞍部，直線状の谷等の断続からなり，やや湾曲し，一部で雁行状を示す。 

 六ヶ所村馬門川南支流右岸から御宿山東方を経て同村棚沢川左岸に至る長さ約３km間においても，N−S方向のＬＤリニアメントが判読される。このリニアメントは，山地内の鞍部，直線
状の谷等の断続からなり，尾根の高度に東側が低い不連続が認められる。 

 また，御宿山周辺の水系図及び接峰面図によると，御宿山北方断層及び判読されるＬＤリニアメントを挟んで，山地高度の不連続や水系の系統的な屈曲等の変動地形は認められない。 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

御宿山 

空中写真 

判読図範囲 

敷地周辺のリニアメント分布図 御宿山周辺の水系図及び接峰面図 

御宿山 



1-4 

 リニアメント沿いには，下部〜中部中新統の泊層の溶岩，火山砕屑岩類，砂岩，軽石凝灰岩等が分布し，これらの地層は，水平ないし緩い傾斜を示す。 

御宿山北方断層周辺の地質図 御宿山北方断層周辺の地質断面図 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 

 地質調査（地質平面図及び地質断面図） 

御宿山東方断層 

御宿山北方断層 
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 調査概要 

御宿山 

北 
川 

台 
沢 

南 川 台 沢 

武 

川 

ノ 

神 川 
明 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 

中山崎付近（地形面調査） 

 ⇒北東延長部の段丘面分布調査 

OE-1(OT-1)，OE-2(OT-2)露頭（露頭調査） 

 ⇒リニアメント付近の断層破砕部の状況 

リニアメント中央部（地形調査） 

 ⇒リニアメント付近の段丘面の高度分布 

 空中写真判読から認められる２条のリニアメントについて，御宿山の東側と北側それぞれ，地質調査，地形調査を行った。 

O-1，O-2露頭（露頭調査） 

 ⇒リニアメント付近の断層破砕部の状況 

武ノ川周辺（地形面調査） 

 ⇒南西延長部の段丘面分布調査 

沢 
川 

棚 
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 六ヶ所村明神川南支流，横浜町北川台沢上流，同町南川台沢上流，同町武ノ川上流等において，空中写真判読によるＬＤリニアメントの延長上付近あるいはその近傍に断層が確認さ
れる。断層は，南東落ちの高角度断層であり，鉛直変位量は約50m以下と推定される。 

 いずれの露頭においても，断層面沿いには幅数cm～数10cmのセピオライトがみられ，断層面は癒着しており，明瞭な断層面及び軟質な破砕部は認められず，一部で破砕部は周囲の
岩石と一体となって岩石化している。 

露頭写真（横浜町北川台沢上流） 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 

 地質調査（御宿山北方断層：露頭調査） 

露頭写真（六ヶ所村明神川南支流） 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 

御宿山 

北 川 
台 

沢 
南 川 台 沢 

武 

川 
ノ 

神 川 明 

Loc.O-1 

Loc.O-2 
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 地質調査（御宿山北方断層：段丘面高度分布） 

 御宿山北方断層中央部の北川台沢上流及び南川台沢上流においては，一部で断層とリニアメントとは対応せず，リニアメントは北西側の溶岩と南東側の凝灰角礫岩との境界等に対応
している。断層南部の武ノ川においても，リニアメントと断層とは対応せず，リニアメントは北西側の凝灰角礫岩と南東側の砂質凝灰岩との境界等に対応している。断層北部でもリニアメ
ントと断層とは対応しない地点が多く，リニアメントは溶岩と凝灰角礫岩との境界等に対応していると判断される。 

 御宿山北方断層の北東延長部に分布する中位段丘面は，東側に単調に緩く傾斜しており，撓み，増傾斜等の地形は認められず，同段丘面上ではリニアメントは判読されない。また，中
位段丘面の旧汀線高度にも顕著な高度差は認められない。 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 

御宿山 

北 川 
台 

沢 
南 川 台 沢 

武 

川 
ノ 

神 川 明 

御宿山北方断層延長位置付近 

御宿山北方断層北東延長部に分布する中位段丘面 

御宿山北方断層北東延長部調査位置図 

a b 
c d e 
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 地質調査（御宿山北方断層：段丘面高度分布） 

 御宿山北方断層の南西延長部に分布する高位段丘面上においても，リニアメントは判読されず，段丘面の高度不連続も認められない。 

御宿山北方断層南西延長部に分布する高位段丘面 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 

御宿山 

北 川 
台 

沢 
南 川 台 沢 

武 

川 
ノ 

神 川 明 

御宿山北方断層南西延長部調査位置図 
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 断層中央部においては，ＬＤリニアメント延長位置を挟んで高位段丘面（Ｈ２面）が分布し，同段丘面に高度不連続は認められない。断層南部の棚沢川左岸においては，Ｌ１面に変位及び
変形は認められない。 

 なお，本断層は，御宿山北方断層を境に南北でその分布が食い違っており，御宿山北方断層によって切断されているものと判断される。 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 

御宿山 

北 川 
台 

沢 
南 川 台 沢 

武 

川 
ノ 

神 川 明 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 

 地質調査（御宿山東方断層：段丘面高度分布） 

御宿山東方断層中部に分布する高位段丘面 

御宿山東方断層中部に分布する高位段丘面 

Ｈ２面に高度不連続は認められない 

【御宿山北方断層】 

 地表地質調査結果より，リニアメントの位置付近の泊層内に鉛直変位量約50m以下の南東落ち高角度の断層が確認されるものの，顕著な破砕部はみられず，断層面も癒着している。 

 本断層沿いに判読されるリニアメントはランクが低く，断続的であり，断層とリニアメントとはその位置が必ずしも対応しておらず，空中写真判読によるリニアメントは，概ね岩相境界に対
応している。また，断層の北東延長部及び南西延長部に分布する中位あるいは高位段丘面にリニアメントは判読されず，これらの段丘面のいずれにも高度不連続は認められない。 

⇒水系図及び接峰面図等による変動地形学的検討結果，地表地質調査結果に基づく全体の地質分布及び断層面の性状等を総合的に判断すると，少なくとも後期更新世以降における
活動はなく，リニアメントは両側の岩質の差を反映した侵食地形であると判断される。 

【御宿山東方断層】 

 リニアメントに対応して断層が認められるものの，破砕部は固結し，断層中央部における高位段丘面に高度不連続は認められず，断層南部ではＬ１面に変位及び変形を与えていない。 

 また，御宿山北方断層を境に南北でその分布が食い違っており，御宿山北方断層によって切断されているものと判断される。 

⇒水系図及び接峰面図等による変動地形学的検討結果等と合わせて総合的に判断すると，同断層の少なくとも後期更新世以降における活動はなく，ＬＤリニアメントは泊層の岩質の差
を反映した侵食地形であるものと判断される。 

御宿山 

北 
川 

台 
沢 

南 川 台 沢 

武 

川 

ノ 

神 川 
明 

【御宿山北方断層】 

北東延長部の段丘面（p.○○） 

 ⇒北東延長部に分布する中位段丘面上ではリニアメ
ントは判読されず，中位段丘面の旧汀線高度にも
顕著な高度差は認められない。 

【御宿山北方断層】 

O-1，O-2露頭（p.○○） 

 ⇒断層面沿いには幅数cm～数10cm
のセピオライトがみられ，断層面は
癒着しており，明瞭な断層面及び軟
質な破砕部は認められず，一部で破
砕部は周囲の岩石と一体となって岩
石化している。 

【御宿山北方断層】 

南西延長部の段丘面（p.○○） 

 ⇒南西延長部に分布する高位段丘面
上において，リニアメントは判読され
ず，段丘面の高度不連続も認められ
ない。 

【御宿山東方断層】 

OE-1，OE-2露頭（p.○○） 

 ⇒断層面沿いには幅数cm～数10cmのセピオライト
がみられ，断層面は癒着しており，明瞭な断層面
及び軟質な破砕部は認められず，一部で破砕部
は周囲の岩石と一体となって岩石化している。 

【御宿山東方断層】 

断層中央部のリニアメント（p.○○） 

 ⇒ＬＤリニアメント延長位置を挟んで高位段丘面（Ｈ２

面）が分布し，同段丘面に高度不連続は認められ
ない。断層南部の棚沢川左岸においては，Ｌ１面に
変位及び変形は認められない。 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 
沢 

川 
棚 
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 御宿山東方断層の露頭でも，御宿山北方断層と同様，断層面沿いには幅数cm～数10cmのセピオライトがみられ，断層面は癒着しており，明瞭な断層面及び軟質な破砕部は認められ
ず，一部で破砕部は周囲の岩石と一体となって岩石化している。 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 

露頭写真（御宿山東方断層） 
御宿山 

北 川 
台 

沢 
南 川 台 沢 

武 

川 
ノ 

神 川 明 

Loc.OE-1 

Loc.OE-2 

露頭写真（御宿山東方断層） 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 

 地質調査（御宿山東方断層：露頭調査） 

3.2 出戸西方断層におけるOT-1露頭 

3.2 出戸西方断層におけるOT-２露頭 



1-11 1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 

 断層の評価 

【御宿山北方断層の評価】 

 リニアメントの位置付近の泊層内に鉛直変位量約50m以下の南東落ち高角度の断層が確認されるものの，顕著な破砕部はみられず，断層面も癒着している。 

 断層沿いに判読されるリニアメントは断続的であり，断層とリニアメントとはその位置が必ずしも対応しておらず，概ね岩相境界に対応している。また，断層の北東延長部及び南西延長
部に分布する中位あるいは高位段丘面にリニアメントは判読されず，これらの段丘面のいずれにも高度不連続は認められない。 

⇒水系図及び接峰面図等による変動地形学的検討結果，地表地質調査結果に基づく全体の地質分布及び断層面の性状等を総合的に判断すると，少なくとも後期更新世以降における
活動はなく，リニアメントは両側の岩質の差を反映した侵食地形であると判断される。 

【御宿山東方断層の評価】 
 リニアメントに対応して断層が認められるものの，破砕部は固結し，断層中央部における高位段丘面に高度不連続は認められず，断層南部ではＬ１面に変位及び変形を与えていない。 

  ⇒水系図及び接峰面図等による変動地形学的検討結果等と合わせて総合的に判断すると，同断層の少なくとも後期更新世以降における活動はなく，リニアメントは泊層の岩質の差を 
反映した侵食地形であると判断される。 

御宿山 

北 
川 

台 
沢 

南 川 台 沢 

武 

川 

ノ 

神 川 
明 

中山崎付近（北東延長部の段丘面） 

 ⇒北東延長部に分布する中位段丘面上ではリ
ニアメントは判読されず，中位段丘面の旧汀
線高度にも顕著な高度差は認められない。 

御宿山北方断層及び御宿山東方断層周辺の空中写真判読図 

OE-1，OE-2露頭 

 ⇒断層面沿いには幅数cm～数10cm
のセピオライトがみられ，断層面は
癒着しており，明瞭な断層面及び軟
質な破砕部は認められず，一部で破
砕部は周囲の岩石と一体となって岩
石化している。 

リニアメント中央部（地形調査） 

 ⇒リニアメント付近のH2面に高度不連続は
認められない 

O-1，O-2露頭（露頭調査） 

 ⇒断層面沿いには幅数cm～数10cmのセピオライトが
みられ，断層面は癒着しており，明瞭な断層面及び
軟質な破砕部は認められず，一部で破砕部は周囲
の岩石と一体となって岩石化している。 

武ノ川周辺（地形面調査） 

 ⇒南西延長部に分布する高位段
丘面上において，リニアメントは
判読されず，段丘面の高度不
連続も認められない。 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 
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敷地周辺のリニアメント分布図 

【文献調査結果】 

 50万分の１活構造図「青森」（1986），「［新編］日本の活断層」（1991），「200万分の１日本列島活断層図」（2000）及び「活断層詳細デジタルマップ」（2002）のいずれにおいても，活断層，
推定活断層及びリニアメントは示されていない。 

【空中写真判読結果】 

 恐山東山麓には，N−S方向〜NNE−SSW方向に２条のほぼ並走するLDリニアメントが判読される。 

 東側のリニアメントは，むつ市関根東方から同市栗山町西に至る約６km間に判読され，火山麓斜面，火山麓緩傾斜面及びM1面にみられる軽微な傾斜変換部の断続的な連続からなる。 

 西側のリニアメントは，むつ市高梨南から同市堺田付近に至る約12km間に判読され，火山麓緩傾斜面，土石流状の扇状地面等にみられる傾斜変換部，比高が極めて小さい崖等の断
続的な連続からなる。 

 恐山東山麓とむつ低地との境界付近には，Ｈ５面，Ｍ１面，Ｍ１’面，Ｌ１面等を形成する段丘堆積物が分布する。 

恐山東山麓の空中写真判読図 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

恐山 

空中写真判読図範囲 

恐山東山麓の 

リニアメント 

東側のリニアメント 

西側のリニアメント 
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 恐山東山麓には，中部更新統の恐山火山噴出物が広く分布する。同噴出物は，主に安山岩質〜デイサイト質火砕岩，溶岩及び火砕流堆積物からなる。火砕流堆積物は，層相，層位
関係等から，下位より，落野沢，出戸川，正津川，二又沢，関根第1及び関根第２の６層に区分される。 

恐山東山麓の地質断面図 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 地質調査（地質平面図及び地質断面図） 

ＬＤリニアメント位置 ＬＤリニアメント位置 

ＬＤリニアメント位置 ＬＤリニアメント位置 

ＬＤリニアメント位置 
ＬＤリニアメント位置 

ＬＤリニアメント位置 

恐山東山麓の地質図 
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 空中写真判読から認められる２条のリニアメントについて，東側と西側それぞれ，地質調査，地形調査を行った。 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 地質調査（概要） 

西側のリニアメント 

東側のリニアメント 

西側のリニアメント：長坂北方（ボーリング調査） 

 ⇒リニアメント判読箇所付近の恐山火山噴出物の
分布 

東側のリニアメント：関根付近（ボーリング調査） 

 ⇒リニアメント判読箇所付近のH5面，M1面段丘堆積物の
高度分布状況 

東側のリニアメント：椛山付近（露頭調査） 

 ⇒リニアメント判読箇所付近の恐山火山噴出物の高度
分布状況 

恐山東山麓の空中写真判読図 

西側のリニアメント：越葉付近（ボーリング調査） 

 ⇒リニアメント判読箇所付近の恐山火山噴出物の
分布 

西側のリニアメント：大荒川付近（地表地質調査） 

 ⇒リニアメント判読箇所付近の断層の有無 

西側のリニアメント：大湊付近（地表地質調査） 

 ⇒リニアメント判読箇所付近の断層の有無 
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 関根付近においては，リサイクル燃料貯蔵株式会社が実施した打ち込み式ボーリング調査を解析した結果によれば，リニアメントの両側で関根第１火砕流堆積物上面に高度の不連続
はなく，リニアメントは西側のＨ５面段丘堆積物と東側のＭ１面段丘堆積物との段丘崖に対応している。（A-A’） 

 また，南側のＬＤリニアメントの延長部では，関根第１火砕流堆積物上面，降下軽石層（Os-6），Ｍ１面堆積物に高度の不連続はない。 （Ｂ-Ｂ’） 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 地質調査（東側のリニアメント，北側：関根，南関根付近） 

むつ市関根・南関根付近調査位置図 

恐山東山麓の空中写真判読図 

むつ市関根・南関根付近における地質断面図 

関根第１火砕流堆積物（Os-Sk1）上面の
高度に不連続は認められない 

東側のリニアメント 

拡大範囲 

関根 

椛山 

長坂 

越葉 
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 東側のリニアメントについては，その中央部に位置するむつ市椛山付近において，リニアメントの両側では正津川火砕流堆積物上面に高度不連続は認められず，リニアメントは同堆積
面の傾斜変換部に対応している。 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 地質調査（東側のリニアメント，南側：椛山付近） 

東側のリニアメント 

拡大範囲 

正津川火砕流堆積物（Os-Sh）上面の
高度に不連続は認められない 

むつ市椛山付近における正津川火砕流堆積面の断面図 

むつ市椛山付近における正津川火砕流堆積面の等高線図 

関根 

椛山 

長坂 

越葉 

恐山東山麓の空中写真判読図 
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 西側のリニアメントについては，その北部に位置するむつ市長坂北方において，リサイクル燃料貯蔵株式会社が実施したボーリング及び打ち込み式ボーリング調査を解析した結果によ
れば，恐山火山噴出物は東へ緩く傾斜しており，リニアメント付近で関根第１火砕流堆積物あるいはそれより下位層は概ね水平な構造を示し，不連続は認められず，リニアメントは関根
第２火砕流堆積物の傾斜変換部あるいは関根第１火砕流堆積物の東縁付近に対応している。 

むつ市長坂北方の地質断面図 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 地質調査（西側のリニアメント，北川：長坂北方） 

西側のリニアメント 

拡大範囲 

むつ市長坂北方の地形図 

関根 

椛山 

長坂 

越葉 

恐山東山麓の空中写真判読図 
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 地質調査（西側のリニアメント，中央部：越葉付近） 

 リニアメントの中央部に位置するむつ市越葉においては，２条のリニアメントが判読されており，リサイクル燃料貯蔵株式会社が実施したボーリング及び打ち込み式ボーリング調査を解
析した結果によれば，西側のリニアメントは二又沢火砕流堆積物の東縁付近に，東側のリニアメントは正津川火砕流堆積物の東縁付近にそれぞれ対応している。 

西側のリニアメント 

拡大範囲 

むつ市越葉付近の地形図 

むつ市越葉付近の地質断面図 

二又沢火砕流堆積物（Os-Ft） 

正津川火砕流堆積物（Os-Sh） 

関根 

椛山 

長坂 

越葉 

恐山東山麓の空中写真判読図 
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 むつ市大荒川ではリニアメントの延長部において約１kmにわたり恐山火山噴出物の落野沢，正津川及び関根第１火砕流堆積物が連続して露出するが，断層は認められない。 

むつ市大荒川付近の地質断面図（拡大図） 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 地質調査（西側のリニアメント，南側：大荒川付近） 

むつ市大荒川付近のルートマップ 

むつ市大荒川付近の地質断面図 

西側のリニアメント 

拡大範囲 

関根 

椛山 

長坂 

越葉 

恐山東山麓の空中写真判読図 
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むつ市大湊上町付近の地形面分布・断面図 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 地質調査（西側のリニアメント，南側：大湊上町付近） 

 西側のリニアメントの南部に位置するむつ市大湊上町においては，断層は認められず，リニアメントは，西側の古期火山麓扇状地堆積物と，東側のより新期の土石流状扇状地堆積物と
の境界に対応している。 

むつ市大湊上町付近の地形面分布 

西側のリニアメント 

拡大範囲 

関根 

椛山 

長坂 

越葉 

大湊上町 

恐山東山麓の空中写真判読図 
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 東側のリニアメントについては，地表地質調査結果等によると，椛山付近ではリニアメントの両側において恐山火山噴出物の火砕流堆積物の分布高度に差異は認められず，リニアメン
トは同堆積面の傾斜変換部に対応している。また，関根付近では，リニアメントは新旧の段丘面の境界をなす段丘崖に対応している。これらのことから，リニアメントの位置に断層は存
在せず，リニアメントは火砕流堆積物の堆積面の形態あるいは海進・海退に起因した段丘崖と判断される。 

 西側のリニアメントについては，地表地質調査結果によると，リニアメントの位置に断層は存在せず，リニアメントは，恐山火山噴出物堆積面の堆積構造に起因した凹凸あるいは新旧の
崖錐性堆積物の境界に起因したものと判断される。 

西側のリニアメント 

東側のリニアメント 

西側のリニアメント 

 ⇒リニアメントの位置に断層は存在せず，恐山火山噴出物堆積
面の堆積構造に起因した凹凸あるいは新旧の崖錐性堆積物の境
界に起因したものと判断される。 

東側のリニアメント：関根付近 

 ⇒リニアメントの両側において恐山火山噴出物の火砕流堆積物
の分布高度に差異は認められず，リニアメントは新旧の段丘
面の境界をなす段丘崖に対応している。 

東側のリニアメント：椛山付近 

 ⇒リニアメントは同堆積面の傾斜変換部に対応している。 

恐山東山麓の空中写真判読図 

1.2 恐山東山麓のリニアメント 

 断層の評価 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 
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【文献調査結果】 

 「［新編］日本の活断層」（1991）は，六ヶ所村月山南方から月山東方を経て東通村白糠南に至る延長約4.5km間に，NNE−SSW方向の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」を
示している。 

 50万分の1活構造図「青森」（1986），「200万分の1日本列島活断層図」（2000）及び「活断層詳細デジタルマップ」（2002）には，同位置に活断層あるいは推定活断層は示されていない。 

【空中写真判読結果】 

 「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている範囲でリニアメントは判読されない。 

1.3 月山東方断層 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

「［新編］日本の活断層」（1991）による敷地周辺陸域のリニアメント分布図 敷地周辺陸域のリニアメント分布図 
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 本地域には，中新統の泊層の溶岩，火山砕屑岩類等が分布し，これらの地層は，水平ないし緩い傾斜を示す。 

月山東方断層周辺の地質図 

月山東方断層周辺の地質断面図 

1.3 月山東方断層 

 地質調査（地質平面図及び地質断面図） 
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 六ヶ所村月山南東において，「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている付近に断層が確認され，これを月山東方断層と称する。断層の北方延長は，泊層の岩相分布
から，物見崎西側の谷に連続するものと推定される。 

 谷の河口部において，谷の西側の断層推定位置近傍には東急傾斜を示す泊層の火山角礫岩が分布し，谷の東側には10゜程度の東緩傾斜を示す泊層の凝灰角礫岩が分布しているこ
とから，この谷に断層の延長が存在することが推定される。 

 断層推定位置を挟んで両側にＭ１面が分布しており，高度に不連続は認められない。 

地質調査位置図 物見崎付近における地質断面図 

1.3 月山東方断層 

 地質調査（物見崎付近の段丘面高度①） 

拡大範囲 

物見崎付近における地形図 

断層推定位置 

月山 
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 地質調査（物見崎付近の段丘面高度②） 

M１面 

M１面 
M１面 M１面 

地形断面位置図 

地形断面（①-①’） 

30m 30m 

地形断面（②-②’） 地形断面（③-③’） 
（リニアメント西側） 

地形断面（④-④’） 
（リニアメント東側） 

 物見崎付近のM1面は，全体として水平～東方へ緩やかに傾斜する平坦面であり，形成時には一連の面を形成していたと考えられる 

 リニアメントを挟んで分布するM1面について，北東－南西方向の地形断面を比較すると，どちらも概ね平坦であり，段丘崖脚部の高度は同じである 

⇒ 断層推定位置を挟んで分布する中位面（Ｍ１面）の分布高度に高度差は認められない。 

月山 
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 六ヶ所村月山南東において，「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている付近に断層が確認され，その北方延長が物見崎西側の谷に連続するものと推定される。 

 物見崎付近において，この断層推定位置を挟んで分布するＭ１面の高度に不連続は認められない。 

⇒月山東方断層は，Ｍ１面に変位及び変形を与えておらず，後期更新世以降における活動はないものと判断される。 

物見崎付近の地形 

 ⇒断層推定位置を挟んで両側にＭ１面が分布し
ており，その高度に不連続は認められない。 

1.3 月山東方断層 

 断層の評価 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 
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0 5㎞ 

1.4 一里小屋付近のリニアメント 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

【文献調査結果】 
 文献調査によると，活断層，推定活断層あるいはリニアメントは示されていない。 

【空中写真判読結果】 

 空中写真判読の結果，東通村豊栄付近からむつ市石蕨付近に至る約7.5km間に，NNW-SSE方向の２条の並走するＬDリニアメントが断続的に判読される。  

敷地周辺のリニアメント分布図 一里小屋周辺の空中写真判読図 

豊栄 

石蕨 

一
里
小
屋 
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 一里小屋付近には，鮮新統～下部更新統の砂子又層及び中部～上部更新統の段丘堆積物が広く分布する。 

1.4 一里小屋付近のリニアメント 

 地質調査（地質平面図及び地質断面図） 

一里小屋周辺の地質図 一里小屋周辺の地質断面図 

LDリニアメント 

神山 

豊栄 

豊栄 

神山 

一
里
小
屋 
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 豊栄付近のＬＤリニアメント付近では，ボーリング調査結果によると，砂子又層が５゜程度西傾斜の同斜構造を示し，LDリニアメントの両
側で砂子又層に不連続は認められない。北部ではLDリニアメントの西側のみにＭ１面堆積物を覆う古砂丘堆積物が分布し，LDリニア
メントは古砂丘の東縁部に対応する。 

1.4 一里小屋付近のリニアメント 

 地質調査（西側のリニアメント：豊栄付近のボーリング） 

豊栄 

神山 

西側のリニアメント 

LD 

豊栄付近の地質断面図 
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 神山付近では表層部に比較的厚い陸成層が分布しているものの， LDリニアメントの西方では，陸成層下部に風成砂層及び極細粒火
山灰層からなる高まりが確認され，その背後では陸成層中に河道で堆積したと考えられる礫混じり砂層が認められる。 

1.4 一里小屋付近のリニアメント 

 地質調査（西側のリニアメント：神山付近のボーリング） 

豊栄 

神山 

西側のリニアメント 

LD 

神山付近の地質断面図 

極細粒火山灰層 
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一里小屋周辺の空中写真判読図 

豊栄 

石蕨 

 東側のリニアメント付近では砂子又層が約10゜西傾斜の同斜構造を示し，断層は認められない。リニアメントは西側の比較的固結度の高い泥岩と，東側の固結度の低い砂岩との
岩相境界に対応している。 

西側のリニアメント 

LD 

東側のリニアメント 

LD 

神山 

神山地点東部の地質断面図 

1.4 一里小屋付近のリニアメント 

 地質調査（東側のリニアメント） 
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 リニアメントの評価 

 LDリニアメント付近には，少なくとも後期更新世以降に活動した断層は存在せず，東側のLDリニアメントは，岩質の差を反映した侵食地形であり，西側のLDリニアメントは，風成層から
なる高まりの背後の形態を反映したものと判断される。 

豊栄付近（ボーリング調査） 

  ⇒風成層からなる高まりの東縁部に対応する 

神山付近（ボーリング調査） 

  ⇒砂子又層は西に緩く傾斜する同斜構造を示
し，ＬＤリニアメントの両側で砂子又層に不連
続は認められない。また，表層部に比較的厚
い陸成層が分布しているものの， リニアメン
トの西方では，陸成層下部に風成砂層及び
極細粒火山灰層からなる高まりが確認され，
その背後では陸成層中に河道で堆積したと
考えられる礫混じり砂層が認められる。 

神山地点東部 

  ⇒砂子又層は同斜構造を示しており，岩相にも
不連続が認めらないことから，西側の泥岩と
東側の砂岩との岩相境界に相当する。 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 
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 文献調査および変動地形学的調査（空中写真判読） 

【文献調査結果】 
 文献調査の結果から，活断層，推定活断層あるいはリニアメントは示されていない。 

 

【空中写真判読結果】 

 東通村石持東方から同村野牛西方に至る約3.5km間に，E-W方向～ENE-WSW方向の２条のLDリニアメントが判読される。 

敷地周辺のリニアメント分布図 

石持東方周辺の空中写真判読図 



1-38 

  北側のLDリニアメントは，直線状の谷，鞍部の配列からなり，リニアメントを挟んで，北西側が低いＨ４面の高度差が認められる。 

1.5 石持東方のリニアメント 

 地質調査（北側のリニアメント） 

⑤ ⑥ 
⑦ ⑧ ⑨ 

V/H=2:5 

ＮＷ ＳＥ 

ＮＷ 

ＳＥ 

ＳＥ 

ＮＷ 

ＮＷ 

石持東方周辺の空中写真判読図 北側のリニアメント周辺の地形断面図 

① 
② 

③ 

④ 

ＳＥ 
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 北側のＬＤリニアメントについては，ボーリング調査結果によると，リニアメントの両側でＨ４面堆積物に不連続は認められず，ＬＤ

リニアメントの北側のみにＨ４面堆積物を覆う風成砂層（古砂丘堆積物）が分布し，ＬＤリニアメントは古砂丘の南縁に対応する。 
  ⇒北側のＬDリニアメントは，古砂丘背後の形態を反映したものと考えられる。 

1.5 石持東方のリニアメント 

 地質調査（北側のリニアメントのボーリング調査） 

北側のリニアメント：東栄付近の地質断面図 
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 地質調査（南側のリニアメント） 

① 
② 

③ 

④ 

V/H=2:5 

Ｎ Ｓ 

ＮＷ ＳＥ 

Ｎ Ｓ 

 南側のLDリニアメントは，直線状の谷，鞍部の配列からなり，リニアメントを挟んで，北側が低いＨ３’面の高度差が認められる。 

石持東方周辺の空中写真判読図 

南側のリニアメント周辺の地形断面図 

⑤ ⑥ 
⑦ ⑧ ⑨ 

ＮＷ ＳＥ 

Ｎ Ｓ 
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 地質調査（南側のリニアメントのボーリング調査） 

 南側のLDリニアメントについては，ボーリング調査結果によると， LDリニアメントの両側で砂子又層及びＨ３’面堆積物上面
の高度に不連続は認められない。表層部では，ローム層あるいは火山灰層が，リニアメントの北側では部分的に薄くなって
おり，南側では部分的に厚くなっていることが確認された。 

  ⇒南側のLDリニアメントは，ローム層あるいは火山灰層の層厚が変化する付近に位置する。 

南側のリニアメント：鹿橋付近の地質断面図 
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 石持東方のLDリニアメント付近には，断層は存在せず，北側のＬＤリニアメントは古砂丘背後の形態を反映したもので，南側のLDリニアメントは，表層部のローム層あるいは火山灰層
の層厚の変化を反映したものと判断される。 

1.5 石持東方のリニアメント 

 リニアメントの評価 

北側のリニアメント：東栄付近（ボーリング調査） 

 ⇒Ｈ４面堆積物に不連続は認められず，古砂丘
背後の形態を反映したものと考えられる。 

南側のリニアメント：鹿橋付近（ボーリング調査） 

 ⇒砂子又層及びＨ３’面堆積物上面の高度に不
連続は認められず，ローム層あるいは火山灰
層の層厚が変化する付近に相当する。 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 
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【文献調査結果】 

 「［新編］日本の活断層」（1991），「活断層詳細デジタルマップ」(2002)などの文献では，向沢付近及び豊栄平付近に，活断層やリニアメントは示されていない。 

 

【空中写真判読結果】 

 横浜町向沢付近及び豊栄平付近には，空中写真判読結果により，N-S方向の延長の短いＬＤリニアメントが判読されている。北部の向沢付近ではＨ４面及びＨ６面における鞍部，傾斜
変換部等，南部の豊栄平付近では丘陵斜面における崖，鞍部の配列からなり，いずれも東側が低い高度差が認められる。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

豊栄平周辺の空中写真判読図 敷地周辺のリニアメント分布図 

武ノ川 

豊栄平 

向沢 

豊栄平のリニアメント 

向沢付近のリニアメント 
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 横浜町向沢付近には，長さ約1.5kmのＬＤリニアメントが判読される。 ＬＤリニアメントは，Ｈ４面及びＨ６面における鞍部，傾斜変換部等の連続からなり，リニアメントの両側で段丘面
に東側がやや低い高度差が認められる。段丘面は，リニアメントの西側では東側と比べ緩やかな傾斜を示す。 

 ＬＤリニアメント沿いには，砂子又層が西傾斜の同斜構造をなして分布しており，ＬＤリニアメントの位置を挟んで一様な傾斜を示す。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 地質調査（向沢付近の地質平面図及び断面図） 

向沢付近の地質平面図 向沢付近の地質断面図 
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 Ｈ６面堆積物上面に不連続は認められず，ＬＤリニアメントが判読される位置付近ではＨ６面堆積物を覆って風成砂・ローム互層がやや厚く分布している。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 地質調査（向沢の地質断面図） 
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 ＬＤリニアメント北方延長位置で行ったボーリング調査の結果，砂子又層の上部は西緩傾斜の同斜構造を示し，Ｈ５面堆積物の上面にも有意な不連続は認められない。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 地質調査（横浜町向平のボーリング調査結果） 

OrP 
Toya 

砂礫：Ｈ５面 
    堆積物 

砂子又層上部 

ＬＤリニアメント延長位置 

横浜町向平のボーリング調査結果 
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 ボーリング調査等の結果によると，砂子又層は西緩傾斜の同斜構造を示し，ＬＤリニアメントが判読される位置付近のみ，Ｈ４面堆積物である礫層が分布せず，砂子又層を削り込
んだ谷が認められる。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 地質調査（横浜町向沢北方のボーリング調査結果） 

横浜町向沢北方のボーリング調査結果 
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 ボーリング調査結果によると，砂子又層は西緩傾斜の同斜構造を示し，ＬＤリニアメントが判読される位置付近にＨ６面堆積物を覆って風成砂・ローム互層が分布している。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 地質調査（武ノ川右岸のボーリング調査結果） 

武ノ川右岸のボーリング調査結果 
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 牛ノ沢川付近には，砂子又層とそれを不整合に覆うＨ４面堆積物が分布している。砂子又層とＨ４面堆積物の不整合面及びＨ４面
堆積物基底の礫層は西方へ緩やかに傾斜しており，リニアメントと調和的な東側低下の高度不連続は認められない。 

 武ノ川付近には，Ｈ６面堆積物が分布しており，リニアメントの西側ではＨ６面堆積物を覆う風成砂層が認められ，リニアメントの
東側では風成砂層と指交する後背湿地堆積物が認められる。Ｈ６面堆積物の上面に高度不連続は認められず，リニアメントは
古砂丘背後の形態を反映したものと考えられる。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 地質調査（向沢付近のリニアメント） 

横浜町牛ノ沢川付近露頭写真 横浜町武ノ川付近露頭写真 

横浜町牛ノ沢川付近の地質断面図 横浜町武ノ川付近の地質断面図 

横浜町武ノ川付近ルートマップ 

調査位置図 

横浜町牛ノ沢川付近調査位置図 

武ノ川 

向沢 
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 横浜町豊栄平東方には，長さ約0.6kmのＬＤリニアメントが判読される。 ＬＤリニアメントは，丘陵地斜面の崖，傾斜変換部等からなり，東側が低い高度差が認められる。 

 ＬＤリニアメント沿いには，砂子又層の砂岩及びシルト岩が西傾斜の同斜構造をなして分布しており，砂子又層はＬＤリニアメントの位置を挟んで一様な傾斜を示す。 

 ＬＤリニアメントの両岸に分布する高位段丘堆積層（Ｈ４面堆積物）に高度差は認められない。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 地質調査（豊栄平付近の地質平面図及び断面図） 

豊栄平付近の地質平面図 

豊栄平付近の地質断面図 
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 豊栄平付近のＬＤリニアメントについては，日本原燃株式会社がピット調査を実施している。 

 この付近には，砂子又層が分布しており，西緩傾斜の同斜構造を示している。リニアメントは砂子又層の泥岩と砂岩との岩相境界にほぼ対応しており，岩質の差を反映した侵食地形
であると考えられる。 

⇒向沢付近及び豊栄平付近に判読されるＬＤリニアメントに対応する断層は存在しないものと判断される。 

1.6 豊栄平のリニアメント 

 地質調査（豊栄平付近のリニアメント），まとめ 

調査位置図 

横浜町豊栄平南東におけるピット調査結果 

豊栄平 

武ノ川 

向沢 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 
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 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

【文献調査結果】 

 「［新編］日本の活断層」（1991）により，E-W方向及びNNW-SSE方向の２条の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている。 

 

【空中写真判読結果】 

 空中写真判読の結果により，E-W方向とNW-SE方向の２条のＬＤリニアメントが判読される。Ｅ－Ｗ方向のＬＤリニアメントはＨ4面上の逆向きの崖であり，北側が低い高度差が認められる。
NW-SE方向のＬＤリニアメントは崖，鞍部の配列からなり，南西側が低い高度差が認められる。 

 このうちE-W方向のＬＤリニアメントは， 「［新編］日本の活断層」（1991）により示されたものとほぼ対応する。 

二又付近の空中写真判読図 「［新編］日本の活断層」（1991）による敷地周辺のリニアメント分布図 
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 地質調査（二又周辺の地質） 

 新第三系中新統の泊層及び鷹架層，新第三系鮮新統～第四系下部更新統の砂子又層等が分布する。 

 これらを不整合に覆って第四系中部更新統の高位段丘堆積層が広く分布し，沢沿いの一部に第四系上部更新統の低位段丘堆積層が局所的に分布する。 
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 地質調査（六ヶ所村二又北方の地質構造①） 

調査位置図 

第三二又東方における地質断面図（A-A’） 

第三二又東方における地質図 

第三二又東方におけるルートマップ 

第三二又 

雲雀平 

 六ヶ所村第三二又東方において，空中写真判読により，NW-SE方向のＬＤリニアメントが判読される。 

 二又北方のＬＤリニアメントは，北西－南東方向の直線状の沢を判読したものであり，北東側が高い地形要素を示す。 

 この沢を横断して流下する北北東－南南西の谷沿いには，主に粗粒砂岩からなる砂子又層下部層が断続的に露出しており，礫岩，軽石密集層，軽石質砂岩などの鍵層を挟在する。 

 これらの鍵層は，南西に概ね10°前後の一様な傾斜で分布しており，リニアメント周辺の地質構造に不連続は認められない。 



1-57 1.7  二又付近のリニアメント 

 地質調査（六ヶ所村二又北方の地質構造②） 

 六ヶ所村二又北方付近では，NNW-SSE方向の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている。 

 この谷沿いには，主に粗粒砂岩からなる砂子又層下部層が断続的に露出しており，軽石密集層を２層準挟在する。 

 これらの鍵層は，西南西に概ね10゜前後の一様な傾斜で分布しており，リニアメント周辺の地質構造に不連続は認められない。 

 また，露頭ｂ，ｆにおいて確認される中位段丘堆積層（Ｍ２面堆積物（河成））の基底は，ほぼ同一の標高（約40m）に分布しており，高度不連続は認められない。 

調査位置図 

二又北方における地質断面図 二又北方におけるルートマップ 

Ａ Ａ’ 



1-58 1.7  二又付近のリニアメント 

 地質調査（六ヶ所村二又西方の地質構造），まとめ 

調査位置図 

地質断面図 ボーリング調査位置図 

Ａ Ａ’ 

雲 
雀 
平 

 E-W方向のＬＤリニアメント及び「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」について，横浜町雲雀平西方において，日本原燃株式会社が打ち込み式ボーリングを実施している。 

 この付近にはＨ4面堆積物が分布しており，その上面に高度不連続は認められない。また，この付近には，E-W方向に延びる古砂丘が多く発達していることから，リニアメントは古砂丘の
形態を反映したものである可能性がある。 

⇒二又付近における空中写真判読結果のＬＤリニアメント及び「［新編］日本の活断層」（1991）の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」に対応する断層は存在しないものと判断さ
れる。 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 



1-60 1.8  鷹架沼南岸のリニアメント 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

【文献調査結果】 

 戸鎖南方には，［新編］日本の活断層」（1991）により，Ｅ-Ｗ方向の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されており，さらに南方の六ヶ所村千歳平北方にもＥ-Ｗ方向の「活
断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている。 

【空中写真判読結果】 

 鷹架沼南岸の六ヶ所村戸鎖付近には，空中写真判読の結果により，E-W方向のＬＤリニアメントが判読されている。西部ではＨ５面前面の崖，東部ではＨ５面を開析する直線状の谷，Ｈ４

面とＨ５面とを境する崖の配列からなり，いずれも北側が低い高度差が認められる。 

「［新編］日本の活断層」（1991）による敷地周辺のリニアメント分布図 鷹架沼南岸の空中写真判読図 

戸鎖 鷹 
架 

沼 



1-61 1.8  鷹架沼南岸のリニアメント 

 地質調査（リニアメントとの対応） 

調査位置図 

ルートマップ 戸鎖南東地質断面図 

 西部のＬＤリニアメント位置には，大露頭が認められ，砂子又層及びＭ１’面堆積物が分布している。砂子又層はリニアメント位置を挟んで連続的に確認されるが，変位・変形は認められ
ない。また，リニアメントは，砂子又層を削り込んで堆積しているＭ１’面堆積物の分布の南限にほぼ対応しており，Ｍ１’面形成期の海食崖を反映したものであると考えられる。 

 東部のＬＤリニアメントにあたる戸鎖南東には，鷹架層及びＨ５面堆積物が分布している。リニアメントを挟んで，Ｈ５面堆積物に高度不連続は認められない。また，東部のリニアメントのう
ち，Ｈ４面とＨ５面とを境する崖については，段丘崖であると考えられる。 

露頭スケッチ（Loc.Tg-1） 

戸鎖 

（日本原燃株式会社実施） 



1-62 1.8  鷹架沼南岸のリニアメント 

 リニアメントの評価 

 戸鎖南方付近には，砂子又層及びＨ４面堆積物が分布している。「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」を挟んで，Ｈ４面堆積物に高度不連続は認められない。日本原燃株式
会社が実施したオーガーボーリングでは，表層部に風成砂層が確認される。 

 千歳平北方付近では鷹架層が連続的に露出しており，断層は認められず，10゜～20゜の南東傾斜を示している。 

⇒鷹架沼南岸における空中写真判読結果のＬＤリニアメント及び「［新編］日本の活断層」（1991）の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」に対応する断層は存在しないものと判
断される。  

調査位置図 

千歳平北方ルートマップ 

千歳平 

戸鎖 

戸鎖南方ルートマップ 戸鎖南方地質断面図 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 



1-64 1.9  金津山付近のリニアメント 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

【文献調査結果】 

 六ヶ所村金津山周辺には「［新編］日本の活断層」（1991）により５条の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている。北部のNE-SW方向～WNW-ESE方向のものを「滝ノ
沢リニアメント」，金津山北側のWNW-ESE方向のものを「金津山北方リニアメント」，金津山西側のNNW-SSE方向のものを「金津山西方リニアメント」，金津山東側付近のNNW-SSE方向
のものを「金津山リニアメント」，その東方の短いNNW-SSE方向のものを「金津山東方リニアメント」と称する。 

 

【空中写真判読結果】 

 空中写真判読結果によると，これらの付近にリニアメントは判読されない。 

「［新編］日本の活断層」（1991）による敷地周辺のリニアメント分布図 金津山周辺のリニアメント分布図 

金津山 



1-65 1.9  金津山付近のリニアメント 

 地質調査（滝ノ沢リニアメント周辺） 

 滝ノ沢のリニアメント周辺には，泊層の凝灰角礫岩及び安山岩溶岩が分布し，安山岩溶岩中に火山礫凝灰岩及び砂質凝灰岩がレンズ状に分布している。また，西方には砂子又層が分
布している。リニアメントの示されている付近に断層は確認されず，岩相境界にも不連続は認められない。 

調査位置図 

滝ノ沢リニアメント周辺の地質図及び地質断面図 



1-66 1.9  金津山付近のリニアメント 

 地質調査（金津山北方のリニアメント） 

 金津山北方のリニアメントの周辺には，泊層の安山岩溶岩が分布している。リニアメントの示されている付近に断層は確認されない。また，安山岩溶岩には変質した部分と変質していな
い部分とがあり，その境界がリニアメントにおおよそ対応している。 

調査位置図 

金津山北方リニアメント周辺の地質図及び地質断面図 



1-67 1.9  金津山付近のリニアメント 

 地質調査（金津山西方リニアメント） 

 金津山西方リニアメントの周辺には，泊層の凝灰角礫岩，凝灰質砂岩及び安山岩溶岩が分布する。 

 リニアメントの示されている付近に断層は確認されず，泊層の岩相境界にも不連続は認められない。 

調査位置図 

金津山西方リニアメント周辺の地質図及び地質断面図 



1-68 1.9  金津山付近のリニアメント 

 地質調査（金津山リニアメント） 

 金津山リニアメントの周辺には，泊層の凝灰角礫岩，凝灰質砂岩及び安山岩溶岩が分布し，南部に貫入岩が認められる。リニアメントの示されている付近に断層は確認されず，
北部においては岩相境界に不連続は認められない。また，南部については貫入岩が分布しており，その東縁がリニアメントにほぼ対応している。 

調査位置図 

金津山リニアメント周辺の地質図及び地質断面図 



1-69 1.9  金津山付近のリニアメント 

 地質調査（金津山東方リニアメント） 

 金津山東方リニアメントの周辺には，泊層の安山岩溶岩及び凝灰角礫岩が分布している。リニアメントの示されている付近に断層は確認されず，北部においては岩相境界に不連続は
認められない。また，安山岩溶岩には変質した部分と変質していない部分があり，南部では，その境界がリニアメントにおおよそ対応する。 

⇒ 「［新編］日本の活断層」（1991）により金津山周辺に示されている「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」に対応する断層は存在しないものと判断される。 

調査位置図 

金津山東方リニアメント周辺の地質図及び地質断面図 



1-70 1.9  金津山付近のリニアメント 

 地質調査（金津山周辺の水系図及び接峰面図） 

 金津山周辺の水系図及び接峰面図によると，リニアメントを挟んで，河川の系統的な屈曲や，山地高度の不連続は認められない。 

⇒ 「［新編］日本の活断層」（1991）により金津山周辺に示されている「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」に対応する断層は存在しないものと判断される。 

金津山周辺の水系図及び接峰面図 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 



1-72 1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

【文献調査結果】 

 六ヶ所村老部川上流付近には，「［新編］日本の活断層」（1991）によりＮＷ－ＳＥ方向の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている。 

 

【空中写真判読結果】 

 空中写真判読結果によると，この付近にリニアメントは判読されない。 

「［新編］日本の活断層」（1991）による敷地周辺のリニアメント分布図 
敷地周辺のリニアメント分布図 



1-73 1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 

 地質調査（老部川上流付近の地質） 

 六ヶ所村老部川上流付近には，泊層，鷹架層，砂子又層及び段丘堆積物が分布している。泊層は凝灰角礫岩と安山岩溶岩からなり，「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」を挟
んで，岩相分布に高度不連続は認められない。 

六ヶ所村老部川上流付近における地質図・地質断面図 



1-74 1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 

 地質調査（老部川上流付近の地質：Tob，Tolの傾斜に関する検討） 

 写真に示す露頭には，新第三系中新統の泊層が広く露出しており，下位の凝灰角礫岩（Tob）と上位の安山岩溶岩（Tol）との境界が明瞭に観察される。 

 当該露頭は急崖のため，境界の走向傾斜を直接測定するのは困難だが，仮に河床露頭の走向傾斜（TN4ﾟE，12ﾟW）を用いた場合，①断面におけるみかけの傾斜は約7゜と算出される。 

 大局的な地質分布に基づいて描かれる①断面での境界の傾斜と，上記のみかけ傾斜とを下図に重ねて比べると，両者はほぼ一致しており，地質構造解釈として妥当なものであると考
えている。 

縦 ： 横 = 1 ： 1 

写真B TN4ﾟE，12ﾟWを示す露頭 

北→  ←南 

老部川 

5m 

凝灰角礫岩 
（Tob） 

2m 

老部川 

←南東 北西→ 

安山岩溶岩 
（Tol） 

凝灰角礫岩 
（Tob） 

写真Ａ 泊層凝灰角礫岩（Tob）と安山岩溶岩（Tol）との境界 

写真A 

なす   
角37° 

写真B 

なす角 37° 

真の傾斜 12° 

①断面における 
みかけの傾斜 約7゜ 

7゜の傾斜 

A A’ 



1-75 1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 

 地質調査（泊層の連続露頭：リニアメント横断部） 

 活断層研究会編（1991）が図示している確実度Ⅲのリニアメント周辺には，泊層の連続露頭が確認されるが，断層は認められない。 

TN65ﾟW，4ﾟSを示す 
（平成27年10月撮影） 

（平成18年撮影） 

ルートマップ位置 

ルートマップ及び露頭写真 



1-76 1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 

 地質調査（泊層の連続露頭：リニアメント北方延長部①） 

 活断層研究会編（1991）が図示している確実度Ⅲのリニアメント周辺には，泊層の連続露頭が確認されるが，断層は認められない。 

ルートマップ位置 

ルートマップ及び露頭写真 

左i 右i 

a 

a 

b 
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e 

e 
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右f 
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右h 

左j 

右j 

左k 

右k 

左l 

右l 
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左o 

右o 
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右p 

左i 

右i 
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1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 

 地質調査（泊層の連続露頭：リニアメント北方延長部②），リニアメント評価 

 活断層研究会編（1991）が図示している確実度Ⅲのリニアメント周辺には，泊層の連続露頭が確認されるが，断層は認められない。 

⇒活断層研究会編（1991）は，老部川上流付近に確実度Ⅲのリニアメントを図示しているが，リニアメント沿いには，空中写真判読により，リニアメント・変動地形は判読されない。 

⇒確実度Ⅲのリニアメントは，直線状の谷にほぼ位置し，泊層の連続露頭に断層は認められず，泊層の安山岩溶岩もリニアメント位置を挟んで不連続は認められない。 

⇒六ヶ所村老部川（南上流付近に活断層研究会編（1991）が図示する確実度Ⅲのリニアメント付近には，第四紀後期更新世以降に活動した断層は存在しないものと判断される。 

ルートマップ位置 

ルートマップ及び露頭写真 

左j 右j 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 



1-79 1.11 目名東方の文献による推定活断層 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

【文献調査結果】 

 200万分の１活断層図編纂ワーキンググループ（2000）及び「活断層詳細デジタルマップ」（2002）は，東通村目名東方に，ほぼN-S方向で長さ約６kmの推定活断層を示している。 

 「[新編] 日本の活断層」（1991）には，同位置に活断層あるいはリニアメントは示されていない。 

 

【空中写真判読結果】 

 空中写真判読結果によると，この付近にリニアメントは判読されない。 

文献による敷地周辺のリニアメント分布図 
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0 5㎞ 

1.11 目名東方の推定断層 

 リニアメントの評価 

 文献により推定活断層が示されている位置付近には，幅の広いN-S方向の凹地が分布し，凹地とその東西両側の丘陵とを境する急崖が認められるものの，急崖の比高が一様でない
こと，崖面も開析が進んでいること，急崖基部の傾斜変換点が不明瞭であること，崖の配列が直線性に欠けることなどから，リニアメントは判読されない。 

 推定活断層が示されている位置付近では，凹地の東側の丘陵には蒲野沢層の頁岩が，凹地内には蒲野沢層の泥岩が，西側の丘陵には蒲野沢層の軽石凝灰岩がそれぞれ分布して
いる。これら各層はいずれも整合に累重し，約20゜～約30゜西傾斜の同斜構造を示しており，断層は認められない。 

⇒文献により推定活断層が示されている凹地は，岩質の差を反映した侵食地形であり，断層は存在しないものと判断される。 

目名東方の地質図 

目名東方の地質断面図 

文献による 

推定活断層 

文献による 

推定活断層 

文献による 

推定活断層 

文献による 

推定活断層 

文献による 

推定活断層 
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１．その他の断層・リニアメント 

1.1 御宿山北方断層及び御宿山東方断層 
1.2 恐山東山麓のリニアメント 
1.3 月山東方断層 
1.4 一里小屋付近のリニアメント 
1.5 石持東方のリニアメント 
1.6 豊栄平のリニアメント 

1.7 二又付近のリニアメント 
1.8 鷹架沼南岸のリニアメント 
1.9 金津山付近のリニアメント 
1.10 六ヶ所村老部川上流付近のリニアメント 
1.11 目名東方の文献による推定活断層 
1.12 小田野沢西方のリニアメント 



1-82 1.12 小田野沢西方のリニアメント 

 文献調査及び変動地形学的調査（空中写真判読） 

【文献調査結果】 

 50万分の1活構造図「青森」（1986），「［新編］日本の活断層」（1991），「200万分の1日本列島活断層図」（2000）及び「活断層詳細デジタルマップ」（2002）のいずれにも，断層あるいはリ
ニアメントは示されていない。 

 

【空中写真判読結果】 

 空中写真判読結果によると，東通村小田野沢西方の低地と丘陵との境界部の約２㎞間に，N−S方向のＬＤリニアメントが判読される。 

文献による敷地周辺のリニアメント分布図 
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 小田野沢西方のＬＤリニアメントは，西側の泊層凝灰質砂岩と東側の猿ヶ森層泥岩との岩相境界付近に位置し，両層ともに西緩傾斜～ほぼ水平な同斜構造を示す。 

 リニアメント付近に断層は認められない。 

1.12 小田野沢西方のリニアメント 

 小田野沢西方のリニアメント 

小田野沢西方の地質断面図 

小田野沢西方の地質図 
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 東京電力株式会社が実施したボーリング調査を解析した結果によれば，
リニアメントの延長位置付近において，泊層及び猿ヶ森層に不連続は認
められず，リニアメントの延長部は，海成のＭ1面堆積物分布域の西縁に
位置しており，同位置はＭ1面段丘形成期の最高位旧汀線にあたる。なお，
リニアメントの東方に2条の断層が推定されるものの，いずれもＭ1面段
丘堆積物に変位及び変形を与えていない。 

 小田野沢西方のＬＤリニアメント付近には，少
なくとも後期更新世以降に活動した断層は存在せ
ず，リニアメントは，泊層と猿ヶ森層との岩質の
差を反映した侵食地形，あるいは，Ｍ1面形成期に
おける海食崖であると判断される。 

LDリニアメント延長位置 

Ｍ1面段丘堆積物に変位 

及び変形を与えていない 

 東京電力株式会社が実施したボーリング調査結果によれば，リニアメントの延長位置付近において，泊層及び猿ヶ森層に不連続は認められ
ない。 

 リニアメントの延長部は，海成のＭ１面堆積物分布域の西縁に位置しており，同位置はＭ１面段丘形成期の最高位旧汀線にあたる。 
 なお，リニアメントの東方に２条の断層が推定されるものの，いずれもＭ１面段丘堆積物に高度差はなく，変位及び変形は確認されない。 

⇒小田野沢西方のＬＤリニアメント付近には，少なくとも後期更新世以降に活動した断層は存在せず，リニアメントは，泊層と猿ヶ森層との岩質
の差を反映した侵食地形，あるいは，Ｍ１面形成期における海食崖であると判断される。 

1.12 小田野沢西方のリニアメント 

 小田野沢西方のリニアメント 

地質断面図 

地質調査位置図 




