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研究成果の概要（和文）：本研究は、AD749年パレスティナ大地震に関する変動地形学的解析を目的としてい
る。この歴史地震は、ヨルダン渓谷で発生したとされるが、その諸側面については未だ明らかでない。
ヨルダン渓谷部には、これを南北に縦断する顕著な活断層・ヨルダン・ヴァレー断層帯(JVF)がある。JVFは、
アラビア・プレートの西縁を限る死海トランスフォーム断層の一部にあたる左横ずれ断層で、その平均変位速度
は、1000年当たり8〜10mと見積もれる。その最新活動は1650yBP以後にあったと考えられので、AD749年パレステ
ィナ大地震がそれにあたると思われる。ザルカ川付近にはこの時生じた左横ずれ変位の痕跡が残っている。

研究成果の概要（英文）： This is a tectonic geomorphological study on the A.D.749 Great Palestine
earthquake in Jordan. This historical earthquake is thought to have occurred in the Jordan valley,
western part of Jordan, but its details have not been revealed yet.
In the Jordan valley, there is a big active fault called
Jordan valley fault (JVF) . JVF, a
part of the Dead Sea transform fault along western margin of the Arabian plate, is a left‑lateral
slip fault trending N‑S with very fresh tectonic landforms, and its slip rate is estimated about 8 m
/ 1000 yrs. Geological and geomorphological data obtained by this study, indicate that its latest
faulting event happened after 1650 yBP. This fact means also that its latest faulting of JVF is
The A.D.749 Great Palestine earthquake . Near Zarqa River, we can see a part of this lateral
faulting trace.
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2. 研究の目的
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写真 1 Zarqa 川左岸丘陵地部における JVF
による地形変位
4. 研究成果
(1)ヨルダン・ヴァレー断層帯の位置・特性
空中写真判読作業結果を現地で検証・確認
することにより、ヨルダン・ヴァレー断層帯
の位置・形状、これが形成した変位地形の様
子などについては、詳細かつ正確に把握でき、
その成果を 5 万分の１地形図上に図示して基
礎資料とした。ヨルダン・ヴァレー断層帯は、
テ ィ ベ リ アス 湖 ( ガ リラ ヤ 湖 ) の東 岸 か ら
100km 以上の長さをもつヨルダン・ヴァレー
内を縦断して死海西岸に達しており、その断
層線は、一直線状をなし、大きく途切れるこ
とも、雁行することもない(図 1)。

(2)伴われるおもな断層変位地形
Damia の北を西流する Zarqa 川の河谷は、
JVF の断層線を横切るところで、70〜80m 左
横ずれ状に屈曲している。その南方に位置す
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手がかりにすると、JVF の平均変位速度は 8
図 1 ヨルダン・ヴァレー断層帯とその分布

〜10m/1000 年に達していることがわかる。
写真 1 の事例では、丸みをおびた尾根と、
その麓を奥に向かう谷が、それらを横切る
一線をもってともに断たれ、手前に崖面を向
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