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1. はじめに

1999年9月21日に台湾で集集大地震が発生した。この大地震により， 80km 

に及ぶ断層ができ，河道が変動し，ダムや橋梁などの施設が破壊された。また，

上流で多数の斜面が大規模に崩壊し，河道をせき止めた。筆者らは11月21日か

ら27日まで現地調査をしたところ，中華水土保持局，水利所等のと好意によ り，

関連する文献を収集することができた。これらに基づき，斜面から河道に至る

水系の変動を記しその過程と影響を考察する。本報が今後の本格的な調査と，

具体的な対策の一助となれば， 幸甚である。
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図 1 集集大地震の渓火と主な被災地
Fl 彰化断肘 F2 !ji:篭甫逆断層. F3 隻冬略j苗断層，

F4 水裡坑断層， RI. 大甲渓， 1~2 ・烏渓， R3. 濁水渓．

I 台中守 2 石岡． 3 烏i＊橋。 4 九九尖峰 5 九

分：111. 6 震央 （集集）， 7・申ー嶺

2. 集集大地震の概要

地震は1999年 9月21日午前 1時47分12.6秒に，日月タンの西南12.5kmに当

る北緯23.85度，東経120.78度，深さ1.10kmの地点を震源として発生した。深

さは後に6.99kmとされた。見かけ上，震央は隻冬 呼猫断層（Shuangtung-

Hsiamao Fault）に近いが，実際の震源、は既存の車篭甫逆断層 （Chelungpu

Fault）の上に相当する （図 1参照）。この断層は100万年前にできたとされ，

ほぼ南北に走る。西側に第四紀完新世ないし更新世の堆積物であるレキ岩層が

分布し，東側には第三紀鮮新世に浅い海底で堆積した砂岩と頁岩の互層が分布

する。

西進するフィリピン海プレートと東進するユーラシアプレートの衝突を受け

た東西方向の圧縮力により，東向きで傾斜約27度の車篭甫衝上断層を境に，上
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記の鮮新世堆積物が更新世堆積物の上にずり上がる形で，桶頭から卓蘭まで平

野部と山地部の境界に沿って長さ80km，幅40kmの区間で，新たな変｛立が生

じた。低角衝上運動のため，断層線は曲折し，直線的ではない。特に北端部で

は東に偏向している。地上に断層が現れなかった区間もある。

断層の西側地盤は東南東に向かつて lm 程移動すると共に沈降した。東側

の地盤は北西に向かつて 2m以上移動し， 概ね 2m隆起した。震央に近い大

虎山や，端点の東勢で移動量が大きかった。地上部での最大変位量は垂直方向

で9.8m，水平方向で8.5mに達する。主断層とほぼ平行に多くの副断層も発

生した。それらの密度は主断層に近いほど高い。

地震の主要動は28秒継続した。破断は震源から主に北上した。その平均速度

は毎秒 2km以上で， 仮に80kmの距離を破断するならば，始点の震源、から40

秒かかる。台中の住民は，初めに横振動を約30秒，ついて、縦振動を30秒感じ，

計 1分間，振動が継続したと言う。震央から13.2km西の名聞では記録された

最大水平加速度は東西方向の成分で＇984カソレで，最大の鉛直加速度は335ガルで

あった。また，日月タ ンでは989カルで、あったと言われる。これらは阪神大地

震の830ガルを越える。

台湾の震度階は日本の気象庁による旧震度階から震度？を除いたものに相当

するが，震度は震源に近い台中，日月タン，名間で6級，ほぼ全島で5級，南

北端で3～ 4級であった。地震規模に関して， リヒタースケールで台湾中央気

象局は M7.3と推定し，米国の地質調査所は M7.7と推定した（劉聡桂， 陳文

山， 1999）。

余震は概して車篭甫断層の東側で， 10km未満の深さで多く発生した。その

件数は21日だけでI,760回に達した。地震後の10日間で9,816件で，うち 9月21

日と22日に発生した M6.8のものが最大であった。 時間ごとの発生頻度は本震

の直後に変動が大きかった。 発生回数は，約5日を半減期として，減少しつつ，

2ヵ月以上継続した。また，震央は東へと帯状に移動したようにみえる（高源

清－劉君但，1999）。

断層に沿って地盤の変位による被害が発生した。 断層を横断する構造物は上

下方向のせん断力と，水平方向の圧縮力を受け，破壊された。 断層から離れた

所でも，地震動による大規模な地盤災害が生じた。余震が山地側で数千回も発

生しているので，奥地の斜面に多くの表層崩壊と落石が発生した。本震のみな

らず，度重なる余震の影響も大きし、。
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3. 地質断面に基づく地震の周期と浸食速度

一般に断層運動は同じ断層線に沿って，時間経過をおいて繰り返される。車

篭甫断層の運動は100万年前から始まり（劉聡桂，陳文山， 1999），その周期は

約100年と聞いた。台湾中央研究院地球科学研究所のホームページに掲載され

た台湾中西部の地質断面図によると（中筋章人ほか， 1999），車篭甫断層を境

に鮮新世の地層は西側と東側の間で2,000mの変位を示している。これは平均

的に見て 1000年で 2mの変位量となり，今回の変位量にほぼ等しい。すなわ

ち，規模が M7.3程度の地震は1000年に 1回の頻度と推測される。もし，周期

が100年ならば， 2,000mの変位を得るのに10万年ですみ， 100万年前から始まっ

たとすることと矛盾する。

地球物理的に見ると，西南日本と台湾は全く同ーの状況ではないが，フィリ

ピン海プレートとユーラシアプレートに圧縮される点は共通する。日本では，

内陸活断層による M7～8の地震は1000年の周期で発生し （松田， 1987），地

盤の平均的な隆起速度は1000年で 1～ 5mとされる （杉村ほか， 1988）。以上

から，筆者は集集大地震の周期を約1000年と推測する。

また，上記の地質断面図によると，車篭甫断層の西側には更新世～完新世の

磯岩層があるのに，東側には該当の地層が存在しない。東側の地盤が隆起する

のに伴って，磯岩層が浸食され，失われたと仮定すれば，礁岩層の厚さ1.5km 

を期間100万年でわることにより，この層の年平均浸食速度は1.5mmと推定

される。

4. 石岡ダムの破接

大甲渓は中央山脈の雪山を水源とする流路長140kmの河川である。その下

流で台中県石岡郷に，上流にある発電所からの流量調節，台中での洪水防止と

飲料水の供給，大吐地区への濯概，工業用水，観光などの目的で，石岡ダムが

1974年から建設され，約15億円をかけて1977年に竣工した。コンクリート重力

式ダムで，越流部の高さは約13m，幅は357mである。流量調節用の開門（放

流ゲート）が18基設置されており，これらの幅は12.8m，高さ 8mである。

また，左岸側に幅 8m，高さ 6mの排砂門が 2基設置されている。

そこからの設計排出量は毎秒8,000m3である。流域面積は1,061km2で，全

流域の85%に相当する。正常時の水位はダムより 5m下で，最高水位とは15
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写真 1 破壊した石間ダム

cm しか差がなし、。満水位の面積は64.5ヘクタ ール，計画有効貯水量は270万

m :iで，毎日 216万トンの水を供給する。短期的には3,400ヘクタールの濯瓶計

画がある（台湾省石岡ダム管理委員会， 1994）。

ダム上流部の貯水池内を縦断する方向に断層が数百 m 生じた。そのため貯

水池の横断面形状が急激に不連続に変わり，右岸側が Sm以上低くなった。

下流に対し逆勾配となるので，そこに貯まった水は減水期でも下流に流れず，

残存するだろう。ダム直下流では河道内の右岸近くに河道とやや斜交する逆断

層ができ，上盤に相当する左岸側が約13m 隆起した。下盤の右岸側も圧縮に

より約 3m隆起した。左右両岸の高度差は約10m にもなった。右横ずれも伴っ

ており，相対的な変位量は 4mとされる。断層上で夕、ムは東西方向と上下方

向のせん断力を受け，右岸側の閉門が破壊した。直下流を横断する床固め工も

断層に沿って破壊した （写真 1参照）。破壊箇所から急激に溢水し，ダムの貯

水機能が損なわれた。

破壊された部分は河幅の10%程度であるから，下流での水位上昇はさほどで

無かったと思われる。台中市への給水が不可能になったので，別の濯甑水路か

ら急逮，導水された。市内での水道の水圧はやや低い状態である。経済的な観

点からすれば，短期的には破壊箇所を除き，側壁を上流に向かつて建設し，側

壁と河岸の聞を魚道に改修するのがよいだろう。長期的な安全性（信頼性）を

得るためには， 断層を避けた地点で，砂磯層を除いた岩盤上にロックフィルダ

ムを建設すべきと思われる。

大甲渓の上流部は地震の頻発帯にあるので，施設の破壊は将来とも起こりう
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る。このよ うな河川て、長期間にわたり施設を稼働させるためには，大規模の施

設よりも，小規模の施設を多数設ける方が安全である。

5. 新しい滝の出現

石岡ダムの約 1km下流では逆断層が大甲渓を斜めに横断した。上盤の上流

側が下盤の下流側にのり上がった結果，(OJ道に高さ5～7mの不連続な高度

差が生じた。このため， 左岸と断層の交点にあった卑豊大橋は左岸側が落橋し

た。また，河道では断層に沿って約50cmほどオーバーハングした滝がて、きた。

その結果，滝の上下流ともに河床勾配が緩やかになった。河床の基盤は軟らか

し、灰色の頁岩である。白条の懸かる滝の景観は新鮮で，日本でも TVで報道

され，観光客を引きつけている（写真 2参照）。

定点から定期的に滝の位置を測れば，滝の後退速度が求まる。まずオーパー

ハングの部分が浸食される。そこは破断面でク ラックが多い。従って， 当初は

滝の頭部が早く浸食される。オーバーハングの部位が取り除かれた後，滝の上

部は浸食により後退し，滝が階段状になる。流水の落下高が短くなるので，位

置エネルギーの解放による浸食効率は下がる。その結果，後退速度は少しずつ

低下する。滝がすっかり消滅すると， 河床勾配も滝の前後の区間で急になり，

地震前の状態に近づくであろう。

車篭甫断層の運動周期は約100年と推定されている。したがって，約100年前

の地震でも近くに同じ高さの滝ができたと想定される。しかし 周囲にその痕

跡は見当らない。流水の浸食作用で滝が既に消失したと想定される。滝の高さ

写真2 新しくできた滝
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写真3 務ちた烏渓橋

を周期で割ることにより，後退速度 （下限）の目安が求められる。上記の落差

5mが100年以内に消滅したと仮定すると，後退速度は年平均50mm以上と推

定できる。周期を1000年とすれば，後退速度は年平均 5mmとなり，上述の地

質断面に基づいた推定値1.5mmに近づく。

6. 断層と烏渓橋の落橋

台中県霧峰郷と南投県を結ぶ国道 3号線は草屯地区で烏渓を縦断する。」」

にかかる鉄筋コンクリート製の橋が烏渓橋である。烏渓の右岸側から3番目の

ピアー近く を通って断層が斜めに河道を横断した。断層面は地中でピアーの基

礎に当たると推測される。 左岸側が隆起しており，相対的な変位量は約1.5m 

である。右岸から 1番目と 2番目のピアーは約40度の角度でせん断され，聞の

橋桁が落ちた （写真 3参照）。 橋の上流側河川敷で断層は緩やかな S字状のカー

ブを描いている。このように断層が縦断した川は大安渓，大甲渓，烏渓，濁水

渓など 8ヵ所以上に及ぶ。また，落橋した箇所には，烏渓橋の他に，大甲渓の

卑豊大橋，清水渓の桶頭橋，濁水渓の名竹大橋，坪林の一江橋などがある。

7. 草嶺の地滑り性大規模崩壊

草嶺の大規模崩壊地は雲林県古カン郷清水渓の中流に在って，震央から約25

km南， 車電荷断層南端から約18km東方の隆起側に位置する。 9月21日5時

46分に M6.4の余震が発生しているが，その震央に近い。また，9月25日に崩

壊地の東側で発生した M5.6の余震も二次的な移動に影響があったと言われ
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る。

崩壊地は阿里山の西側から校別れした尾根の南側で，標高差は海抜400mか

ら1,309mまで909mある。 地盤は中新世及び鮮新世の桂竹林層群に属し，上

から風化物，薄レ頁岩を含む卓蘭層の砂岩（厚さは下部で80m，頭部以上で

250 m），灰色の錦水頁岩 （厚さ 100m），桂竹林層の砂岩（厚い基岩）で， 南

南西に向かつて12度で傾斜する明瞭な流れ盤であった （徐銭良， 1983）。

また，当地は草嶺背斜の西翼で，かつ楓仔掲向斜の東翼に当たる位置にある

ために，構造性の摺曲圧力を受けて，節理， 層理， 岩層に沿う断裂などが発達

していた。卓蘭層の節理は北北東で， その傾斜は南南東80度であった。節理は

不連続面であり，地下水の通路であった。卓蘭層の砂岩は粘土で穆結されてい

たが，露出すると風化し易L、。空隙率が比較的に高いため，透水性地盤であっ

た。一方，頁岩は不透水性で，水に触れると強度を著し く下げた。 室内実験で

は，水に3日間浸したものは粘着力が全くなく ，摩擦角は10度までに下がるほ

どであった。斜面の脚部では清水渓による下方への浸食が盛んで，脚部での支

持が失われていた （徐鍛良， 1983）。

今回の地震の前には標高600m～700 mの位置に 3本の滑落崖があり， 1本

は馬蹄形を呈し，長さ 1,500m以上であった。 これら滑落崖に上記の砂岩と頁

岩の境界が露出していた。また，標高1,100 mの位置に長さ 1,000mに及ぶ眉

状の滑落崖があった （徐銭良，1983）。

今回の地震では， これまで崩れずに錦水頁岩上に残存していた卓蘭層と，そ

の頭部が滑落した。崩落土砂に覆われて明瞭でないが，滑り面は砂岩と頁岩の

境界面もしくは錦水頁岩の上層部であろう。崩壊域の左右と上部の境界は断層

である。崩壊の長さは約 lkmで， 川 （清水渓）に沿った崩壊末端の幅は約 5

kmで、ある。崩壊面積は約 4km2で，崩壊土量は約1.2億 mJである。見かけ上，

土砂の平均的な厚さは30m である。正確な推定には滑落前の縦断面図が必要

であるが，この土量1.2億 m3は，残存していた卓蘭層について，厚さが250

m，奥行き 120m，幅約 4kmの岩塊の体積に相当する。おそらく，この部分

が滑落したので、あろう。その結果，残念ながら31名が死亡した。

土塊は標高1,100 mの位置から標高400m までの差700mを崩落し，谷底を

埋め，対岸を200m上がって， 標高600m まで達した （写真 4参照）。その一

部は再び手前にもどった。こうしてできた流山を地元の人々は転倒山と称して

いる。崩落の運動経路に関する数値については，崩壊斜面から谷を経て対岸斜
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写真4 市嶺の大規模崩壊

面までを含む縦断面図に基づかなければならない。ここでは概数による推測に

留める。

以下に，土塊の運動を推測する。地震力の影響，すベり面での粒子破砕，拘

束圧からの急激な解放，粒子聞の衝突を考慮すると，実際の過程は複雑である

が，運動の状態をイメージするために，次のように単純化して考察する。

まず，土塊が崩落する過程で，位置のエネルギーをせん断破壊や粒子の粉砕

に消耗しつつ，速度を持った運動エネルギーに変換した。次に崩落土砂は粒子

聞の摩擦で運動エネルギーを消耗しながら，対岸斜面を登り上がり，位置のエ

ネルギーに変換したと想定する。エネルギー損失が無ければ，始点の高さであ

る標高1,100 m まで登るはずである。実際には途中でのエネルギー損失が大き

いので，標高600m までしか回復していない。

そこで，標高差 Hを崩落する過程でのエネルギーの変換効率を a，損失率を

1 -aとし，対岸を hだけ登る過程でのエネルギ一変換効率を b，損失率を l

b，とする。また，仕事の原理から，エネルギーの損失はそれぞれ移動した標

高差に比例すると仮定する。崩落土塊の集合体を質量M の 1質点とみなし，

重力加速度をg，速度を vとして，崩落する過程での位置エネルギーから運動

エネルギーへの変換と，登る過程での運動エネルギーから位置エネルギーへの

変換を次式で与えてみる。

aMgH=0.5Mv2, 0 <a< 1 

0.5bMv2 = Mgh, 0 < b < 1 2 
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0.5(1 b)Mv2/(1-a)λ令H=h/H 3 

以上の式を連立させると，変換効率の積 abは結果的に 3式右辺の比 h/Htこ

等しくなる。 H とhにそれぞれ700m と200m を代入すると，下りと上りの変

換効率は各々44%と64%であり，全行程で28%と計算される。これは当初の位

置エネルギーの72%が散逸したこ とを意味する。上記の効率を 1式に代入する

と，崩落してから登り始める時点での土塊の速度が約78m/sと推測される。

上記の速度が等加速度運動で得られるなら，土塊は斜面上部から谷底まで700

mの標高差を約18秒で崩落する。これは崩壊現象の継続時聞を示唆する。

草嶺は嘉南地震が頻発する地でもある。 1861年の地震と 1941年の嘉義大地震

での崩壊に続いて， 1942年と 1979年には豪雨で被圧された地下水圧により，卓

蘭層内を滑り面として，主に岩盤滑りの形態で大規模な山崩れが発生した。そ

の際にも崩落土砂によるせき止め湖が形成され， 天然、ダムが決壊して下流に人

命や財産の損失があった。初め面積は 4km2であったが，だんだんと拡大し

水資源，観光資源，農業資源と開発に重大な影響を及ぼした。経緯は表 1のと

おりである（経済部水利処， 1999）。

今回の崩壊でも崩壊地の上流側に 4kmにわたって清水渓にせき止め湖が形

成された。 11月17日に湖の水位（標高）は535.49m で，その上昇速度は日当

り13～17cmであった。湖水面積は約162km2である。末端での堆積厚さ50～

120 m で，貯水容量は4,500万 m3である。また，崩壊地の下流側では，清水渓

と支流の生羽樹渓が合流する地点でも土砂に埋没した。

過去にも天然ダ、ムの決壊による災害が下流で生じているため，同様の災害が

危倶される。下流には約2000人の住民が生活しているので，上記のような二次

表 1 草嶺の斜面崩壊と天然ダム（経済部水利処， 1999)

崩壊日
崩壊 土砂量 高き 閉塞河道長 天然ゲム

被害貯水量 決綾日 原因
原因 （千万rri) (m) （凶） （千万rrlー） 

1861 地震 不詳 不詳 不詳 不詳 1897 不詳 不詳

1940. 12. 17 地震 不詳 70 2 15 

1942. 08. 10 豪雨 12 170 2 15 1951. 05. 18 豪雨 死者137名

1979. 08. 15 豪雨 0.5 90 2 4 1979. 08. 24 豪雨 橋の決壊

1999. 09. 21 地震 12 50 5 4.5 
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災害を起こさないように，経済部水利処は次のような緊急措置をとることにし

た（経済部水利処， 1999）。

(!) 湖の水面変化を測り，検討する。

(2) 湖と崩壊地の変化を監視する専属の調査員を派遣し状況を通報する。

(3) 上流で進行しつつある水没範囲を確定し，水没した道路について地方

政府と協議し交通の確保と必要な運搬船を確保する。

(4) 上流と下流に自動水位観測装置を設置する。

(s）下流側の崩壊面が浸食されないよう，補強する。

(6) 河道縁辺部の保護のために護岸工を設ける。

(7) 最下流部に石の砂防ダムを構築する。

(8) せき止め湖を観測し，変化があれば，崩壊への影響を救助センターへ

伝送する。

(9) 下流での災害影響範囲を濁水渓と清水渓の合流点 （竹山）とし，下流

沿岸部の村を警戒区域とし，緊急警備体制をしき，必要な時に避難する0

(10) 緊急避難計画をたて，下流の影響範囲の水没区の村長，警察，消防を

集め会議を聞いて警報と緊急避難計画を策定する。

後続措置としては，決壊した時に発生する土石流の分析，貯水量の利用の検

討，崩壊地の処理と対策などが挙げられている。特に，土石流による災害影響

範囲を検討し，受災の範囲と程度を判断することが重要であるとされた。予備

調査によれば，天然ダムは 5kmで，貯水量は1979年の第三次決壊の場合に近

い。土石流が発生すれば，当時とほぼ同じ範囲が影響を受けると判断され， 山

谷地区をおおう。しかし当時に比べ，今回は崩壊土量が20倍で，越流したら

流出は10日以上続くと推測される。これは先の経験と一致しないもので，問題

がある。

主な観測等に関して水利所がと った措置は次のとおりである。まず，地震発

生後の22日に調査チームを組織した。農林航測所と数回，崩壊地に入り，空中

と現場て測量をした。また，せき止め湖の水位上昇を把握し，応急対策をする

ために 9月29日に簡易水位観測所を設け，観測態勢に入った。さらに，アメリ

カからのダム工学専門家を招き， 10月 1日に経済部の王部長と現場視察をし，

処理案を共同討議した。

水路の建設について，経済部水利所第四河川局の陳俊宗局長は現地で次のよ

うに説明された。「毎年10月上旬に来る台風に対して水位をどこまで下げるか
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写真5 応急に造られた水路

検討し掘削量を少なくするように，標高540mで幅50mの排水路を 4km造っ

た。これには現地の石材をあて張石水路とした（写真 5参照）。応急に設計し

た仮水路の断面は500m3/sで，これは再帰確率1.5年に相当する。後には計20

年相当の3,000m3/sを計画している。段丘など堆積状況と蛇行特性に合わせて，

水路の平面形状を設計し，自然の角度をあてた。水路は 3つの区間に分けられ

るが，急勾配の第 3区間では迂回するようにコースを左に振り ，2～3ヵ所に

砂防ダムを造る予定である。また，遊水池と沈砂池も設ける。下流部でのコー

スは浸食と堆積のバランスを考慮、し， 一様になるようにしたし、」。

「前回と比べると，貯水量はほぼ同 じであるが，閉塞の河道長が前回より長

いため，下流での浸食が強くなければ，閉塞部が決壊する可能性は低いと判断

された。しかし万ーにも決壊した時，土石流のコースと受災の範囲，程度な

どを分析した。前田，決壊に 6時聞かかっているので，警報避難システムは有

効と考えられる。堆積範囲は河岸段丘など2.5kmで，下流沿岸部の警戒区域

をマークし数カ所に警報システムを設置した」。

大崩壊の跡を見ょうと，多くの観光客が訪れている。彼らを相手に堆積域に

は小店が並び，せき止め湖上は簡易な船が行き交う。 次項で記す九分二山の崩

壊地でもミカンやジュース類を売る小店がでていた。災害をも利用する人々の

たくましさが感じられた。

8. 九分二山の地滑り性大規模崩壊

九分二山は南投県国姓郷長石巷にある。九九尖峰より東側で，やはり車篭甫
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写真6 九分二1!1の大規模崩壊

逆断層の隆起側に位置する。九分二山東南向き斜面（ザチクアン地区）の地盤

は深層まで風化した茶色の頁岩で，流れ盤をなす。この上に14軒の民家があり，

夜中に住民はお茶を飲みながら話をしていた。突然の地震により地滑り性崩壊

が発生し民家は遥か下方の谷底へ押し流された （写真 6参照）。

地滑り性の大規模崩壊によるせん断作用は，もともとあった 4渓流の谷地形

を破壊し太平角から南下するやせ尾根を破壊した。崩落土砂はそれら 4渓流，

本流と対岸の渓流をも乱雑に埋めた。また，崩壊域左翼の上部では土砂が裏側

の小流域に流入した。結果として，崩壊域は標高1,040m の頂部から標高460

mの河床まで起伏580m，斜面長1,210m，その水平距離1,075m，平均傾斜角

27. 5度，幅800m 以上の範囲であり，全面積1.80km2，崩壊土砂量は9,000万

m3と推定されている。これらの土砂量と面積から土砂の厚さは平均27.8m と

計算される。また，崩落土塊は上記の河床から対岸斜面の標高580m まで上っ

ており，土砂に埋ま った範囲の長さは1600 m である（行政院農業委員会水土

保持局第三工程所，水土保持局， 1999）。

流れ盤に沿った崩壊らしく，滑落崖の頂部から下に向かつて中腹まで約500

m の範囲に単調で平面的な滑り面が露出した。頭部から帯状に流れ落ちた貰

褐色の風化土が灰色の頁岩を薄く覆っている。中腹から脚部まで残り 700m の

範囲に崩落土砂が堆積した。その表面は緩やかな波状で，ピンロウなどもとの

植生を載せたまま移動してきた箇所もある。 一般的に堆積厚さは斜面の上部で

浅く，下部で厚い。崩痩土砂量を堆積範囲で平均的にならしても， 50m以上

になる。ここで残念ながら41名が死亡し堆積土砂のどこかにまだ22名が埋まっ
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たまま行方不明になってし、る。 300匹以上の鹿も運命を共にした。

住民は，「地震前にヵースが道の路面から吹き出した。 4回の爆発があり，夜

空に稲妻のような閃光が走った」，と言う。爆発の機構は不明である。筆者は，

「空気が圧縮され，そこに点火されて，爆発が起こ ったJ，と想定し，以下に若

干の推測を記す。

空気が圧縮された理由として，まず地盤からのカスの大量放出があったで、あ

ろう。また， せん断に伴う体積変化は間隙中の空気を一時的に閉じこめたり，

それらが振動で噴出した。次に，下向きに崩落する土塊は行程で上向きに放出

するガスを覆って閉じこめたであろう。火種としては，破砕された粒子の静電

気からの放電，粒子聞の衝突，揺れる電線どう しの接触や断線によるスパーク，

お茶を沸かした熱源，タバコの吸いがらなどがあろう。

晴天が続き，地盤が乾燥していたため，地盤を構成する頁岩の微細粒子が地

層に沿ってせん断破壊をする際に，或いは崩落する際に，相互の衝突や摩擦で

粒子が静電気をおびていたと推測する。 これらの火花が圧縮された空気を爆発

させたのではなかろうか。粉塵爆発の場合（玉虫文ーほか， 1977），空中に浮

遊する粉体のサイズは 1～100μm で，爆発に必要な下限濃度は15～50g/m3 

とされる。こうして，滑落土塊の上層部は爆発を伴 う粉体流的な運動形態をとっ

たで、あろう。

崩落過程は爆発を伴い複雑であるが，草嶺の項で示した式により，下りと上

りの変換効率を計算すると，結果は各々35%と60%で，全行程では21%と推定

される。また，崩落してから登り始める時点での士塊の速度は約63m/sであ

る。粉体爆発では空隙率が高く，粉体聞の摩擦角は10度未満であるから（神保

ら， 1967），表層部を飛来した粉体の速度は上記より速かったであろう。 上記

の速度が等加速運動で得られたなら，土砂は斜面上部から谷底まで580mの標

高差を約18秒で崩落する。草嶺の場合に比べ，変換効率がわずかに低いけれど

も，上記の値は概ね草嶺と近い値である。 崩落土塊に関して，上下方向の移動

距離がほぼ同じスケールのためて‘あろう。

二つの天然ダム湖が形成された。ジョ ウツアイせき止め湖とザチクアンせき

止め湖である。それらの夕、ム湖の高さは50m及び60mで，水の体積は80万及

び130万 m3である。 11月19日の水位は568mと551mである。毎日の水位上昇

速度は10cmで，せきの決壌が心配される。これを放置すれば，土石流の発生

する危険もある。緊急処理として，土石流による二次災害を防くナこめに，水位
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上昇を注意深く観測し必要な場合に下流の住民に避難を通知できるよう，両

湖の水位観測をすること，また工事費350万元で，崩綾地下端から南輿橋まで

1,200 m を含む長さしのOm にわたって緊急排水路をつくること等が計画され

ている。また，中期処理として，次のことが計画されている（水土保持局，

1999）。

(1) 測量により周辺の地形図を作製し，湖面の範囲と最大貯水量を推定す

る。また，越流した経路と両湖の相互関係を把握する。

(2) 土砂の下流への移動を防ぎ，崩嬢地の脚部を安定化させるために，崩

壊地の下端縁辺部から中興橋の上端まで1,000m の区間に連続した砂防

ダムをつくる。

(3）農道を緊急に修復し，経費l,400万元で臨時道路を2,400m を開設す

る等。

水路が浅いままの状態では排水が不十分であろう。崩嬢斜面の脚部を深く掘

削すれば，また崩落する恐れがある。筆者なら，湖から地震前の旧河床に沿っ

て巨レキを埋設した蛇篭暗渠の水路を設けるだろう。地震で崩落したから，地

震前より斜面の安全率は上がっている。斜面の末端脚部が埋設物で支持される

から，旧河床より少し掘り下げることも可能である。暗渠に埋設するレキは近

くの九九峰の河床から供給できる。崩壊地の左翼末端から下流部では，旧河床

に堰堤を階段状に設置すれば，河床と斜面の安定化が図れよう。

9. 九九尖峰の表層崩落

南投県国姓郷の九九峰は車篭甫逆断層から9.5km東， 震央から18kmの隆

起側に位置する。ここは背の低い草やタケなどで覆われていたが，地震でほと

んどの峰の頭部が表層崩壊し幾つもの丸みをおびた禿げ山からなる特異な景

観に変った（写真 7参照）。頭部は緩傾斜で連なってやせ尾根を形成する。山

稜を構成する斜面は70度以上の急傾斜で，ほぼ直立する。斜面長は200m 未満

である。地盤は固結度の低い円レキの水平層で，土壌層はごく薄い。急斜面か

らは，薄い表層部が直線的に剥離した。崩壊箇所は324ヵ所で，総面積が9.69

km2とされる（行政院農業委員会水土保持局， 1999）。

これは崩壊地 lヵ所当りが 3万 m2の広さで，幾つかの峰の崩落面がつな

がっていることを意味する。根が露出したヤシが尾根上に残っていた（写真 8

参照）。その基部から根までの深さが崩落部分で，その深さは約0.5mである。
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写真 7 九九尖峰で多発した表層

崩壊

写真 8 残ったヤシの根元

崩落深さを一様に0.5m とすれば，生産土砂量は485万 m3である。尾根に沿っ

て直線的な深い亀裂が発達しており，近い将来さらに斜面内部から深く崩壊し

そうな箇所もある。

吃立する丸い禿げ山は壮観であ り，地震による崩落地形を学ぶのに勝れた景

観を呈している。これらのエリヤは自然景観資源として野外博物館のように保

存するだけの価値があろう。特に幹線道路から眺望がきく範囲はアプローチが

容易な公園として整備されることが期待される。緑化が必要な区域では，頂部

や緩傾斜の部分にヘリコプターで空中から種子を吹き付け，早期に緑化を図る

ことも可能である。急な斜面には，そこを嫡生ネット （種子と肥料を網に縫合

したもの）で被覆すれば，簡易に緑化できょう。

崩落した円 レキは建築用の骨材に適しており，崩落部は長期的に骨材の生産

源として利用できる。斜面の脚部に円錐状に堆積した砂レキは以降，豪雨のた
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びごとに縁辺部から渓流に運搬される。重力式ダムに比べ，簡易な櫛型のスリッ

トダムは安価で、早急に建設できる。広い間隔のものから狭い間隔のものまで，

調節しながら，スリットダム群を上流から下流に系統的に設置すれば，砂礁を

粒径別に採取できょう。これらは地震後の復興に都合がよいだろう。

10. おわりに

集集地震は水系に多大な影響を及ぼした。車篭甫断層が河道を縦横断するこ

とで，河川の勾配や横断面形状が変動し，流況が変化した。また，断層は烏渓

橋や石岡ダムなどの河川に関わる施設を破壊した。地震動により草嶺や九分二

山などで斜面が大規模に崩壊し小渓流を崩壊面に変え，崩落した大量の土砂

が谷を埋め，せき止め湖を生じた。九九尖峰では多数の表層崩嬢が発生し，広

L、範囲で水系に土砂を供給した。斜面崩壕により流出は早まり，水路は土砂で

狭められたり，勾配が変わって，やはり流況に変化が生じる。また，数十年の

長期間にわたって，土石流の発生や，濁水化が危倶される。これらに対し，警

報と避難システムの設置，河道や施設の修復，新たな排水路の設置と管理など，

適切な対策が速やかになされつつある。
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