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第1章　研究の目的

北陸の平野部は、積雪地帯としては比較的気温の高いことで知られてい

る。本論文で対象とした「暖候地降積雪」というのは、このような地域、

すなわち、雪を構成する氷の融点である0℃付近で、降雪および積雪現象

が生じる地域の降雪や積雪を指している。降雪時は一般に気温が低いが、

それでも0℃をわずかに下まわる程度で、時にはプラス2-3℃で雪が降

る地域である。降雪の生じない日は、放射冷却によって冷え込む日を除く

と、一般にさらに暖かく、厳冬期でも日平均気温は0℃を上まわっている

ことが多い。したがって、積雪はほとんど融点をこえる大気にさらされて

いる。

このような地域は、詳しくは本研究で明らかになってくるのだが、日本

の積雪地帯では、庄内平野以南の日本海の平野部に広く分布している。冷

たい寒気をもつユーラシア大陸と対馬暖流が流れる日本海を挟んで位置す

るこの地域は、世界でも有数の豪雪地帯となっている。そして、しばしば

大きな積雪災害を被る地域であり、一般に「湿った重い」雪が降る地域と

言われている。

雪の研究は中谷宇吉郎の雪の結晶の研究で、その科学的かつ机織的な研

究が始ったといわれているが、多くの研究がそうであるように、まず物理

的に単純なものから解明が速く進んだ。降雪では、雪の結晶を初めとする

単体の降雪粒子、積雪では水を含まない寒冷な地方の乾いた積雪である。

これらに対して、暖候地降雪を特徴づけるのは、雪片(せっぺん)と呼ば

れる雪の結晶が多数集まってできた降雪粒子であり、積雪では絶えず融雪

水が関与する、水と氷が共存する湿った雪である。

雪片1個を構成する雪結晶の数は、数十から時には数百に及ぶ。さらに、

この地域では、それに低空の雲を構成する過冷却水滴、すなわち雲粒が付

着していることが多い。したがって雪片の構造は複雑であり、雪片の研究

は初期的な段階からなかなか前進していないのが現状である。このような
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分野の研究では、複雑なものを複雑なものとしてとらえる研究方法が、分

析的な手法と合わせて用いられることが必要である。本研究の降雪分野の

研究は、そのような観点から、雪片を全体としてとらえるためのいくつか

の新しい観測手法を取り入れ、雪片の実体の把握、落下の空気力学的特性

の研究に応用して、重い雪の実体に迫ろうとしたものである。

次に雪片が地上に到着した後に形づくられる積雪は、湿った雪の特徴と

して、その内部で水と氷とが共存し、両者が関与する融点近傍での複雑な

過程が進行している。ここでは氷粒子レベルの微物理的過程の研究の前の

段階として、密度や硬度といった巨視的な物理量間の関係で、湿った雪の

力学的特性を明らかにし、その形成から消滅までの特徴から、積雪総体の

質を表す碗念としての「湿り雪」を定義したいと考えている

北陸の平野部の積雪は、厳冬期も含め-冬期をほぼ湿り雪の状態で経過

する。その意味で、この地方は、 「湿り雪」で特徴づけられる積雪地域と

いえる。このように、日本の積雪地帯をその地域を特徴づける積雪の質か

ら分けると、いくつかの地域に分けることができる。本研究では、日本の

積雪地帯の雪環境を規定する「雪褒」という新しい指標を提案し、メッシ

ュ気候値(気象庁が作成)を用いて、日本の雪質分布を数量的に明らかに

する。

以上によって、北陸の平野部などに特有の「湿った重い雪」の実体とそ

の運動形態に迫り、これらの雪L=おおわれる地域のEl本、及び世界の積雪

地域の中での特徴を明らかにすることが本研究の目的である。

自然環境としての積雪を考える時に、一般的には積雪の量と継続の長さ

が最も基本的な面であるが、近年の交通の体系の発達、除排雪作業の高度

化、予報情報の質の高さを考えると、降雪強度や積雪の諸性質の推移が重

要な情報となりつあり、本研究で明らかにされることは、こうした応用面

にも多く役立つものと期待される。

なお、本論は大きく分けると、降雪の部と積雪の部に分かれている。第

2章から4章までが、降雪について、第5章と6章が積雪に割り当てられ
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ていて、第7章は結語である。

第2章では、降雪の一般論を展開して、その中で暖候地の降雪の特徴を

明らかにする。ここでは、本研究の降雪分野の課題がより明確になる0

第3章は、暖候地降雪の一般的形態である雲粒付雪片の実体について、

新しい観測法とともに述べる。そして、得られた結果を他の研究とも比較

しながら、その意義を明らかにしたいと思う。

第4章は、降雪の強度を支配する雲粒付雪片の落下速度について考察す

る。ここでは、これまでの研究では、間接的であった測定法の欠点を補い、

独自の測定系で得られた雪片の空気力学的諸量を用い、落下に関する一般

式のパラメータについて検討を加える。こうして得られた空気力学的な諸

量は、降雪に関するレーダー観測に有用な情報を与えるものである。

第5章は、暖候地の積雪の変化の過程をその巨視的な物理量の変化によ

って記述し、 「湿り雪」の特性を明確にする。

第6章は、湿り雪の卓越する地域を、気候的な観点から明らかにするた

めに、日本の積雪の堆積環境を調べ、雪質によって分ける試みを行う。雪

を通した日本の積雪地帯の気候区分であり、一つの標準を提案する試みで

ある。

これらの各章によって、世界でもきわめて特殊な日本の暖侯地の降積雪

の実態を浮かび上がらせようと思う。

なお、本研究では、過去の研究との比較のために、 C G S単位系を多く

採用する。

ー3-



第2章　暖候地降雪の特徴

2-1　はじめに

季節的な積雪は、地球上の北緯400　以北及び南緯400　以南のほとんどの

地域をおおう。しかし、大量の降雪がもたらされるのは、山岳地帯を除く

と大陸の東岸や西岸の海と接する地域である。大陸の中心は寒冷ではある

が雪は少ない。これは、寒気は主に極域および大陸中央部に蓄積されるが、

その気団は大陸の中心では一般に乾燥していて、多量の降水をもたらさな

いからである。それに対して、大陸の東岸や西岸の海域と接する地域では、

活発な対流による低気圧活動による気団の混合過程や、気団が相対的に暖

かい海に接することによる変質過程が生じて、多量の降水がもたらされる。

日本の日本海沿岸地域は、北極気団から寒気の補給を受けた大陸性気団

からの寒気の吹き出し、すなわち季節風が、日本海の暖かい海域を吹走す

る間に、海洋性寒気団に変質する過程で降雪が生じる地域である。寒気の

蓄積の大きいユーラシア大陸、暖流の流れる日本海、さらには風下に控え

る脊梁山脈などの地理的条件は、いずれも降雪を強める条件となる。した

がって、これらがそろったこの地域は世界でも有数な降積雪地域となって

いる。

表2-1　北半球の主な積雪地域l)

地　　　　　　域 おおよその緯度
範囲(北緯)

テプラドール

ウラル-オピーエニセイ

カムチャツカ

グリーンランド南銭・L.

スカンジナビア

日本海沿岸(日本列島)

umvMtf　城

アラスカーコルジニラ山地

ヒマラヤーカラコラム-テンシャン

アルプスーピレネー

50-550

65-700

50-60e

60-65-

60 -68-

35-440

40 -65-

27-45C

42 ・-470

中心域のおよそ
の規模(kml)

6×105

1OXIO5

3×101

1×101

1XIO'
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表2-1には、北半.球の主な積雪地域を示したが、日本海沿岸地域が、

山岳地帯を除くと低緯度にあることがわかる。このため、世界の積雪域の

多くが、 1月の平均気温が0℃以下の地域に属するのに対して、日本の積

雪地域は、 0℃以上の地域に多く分布している。このような世界でもまれ

な降積雪域の特性は、 It02による図2-1を見るとさらにはっきりとわかる。

横軸には、 1月と2月の月平均気温の平均、縦軸には、'両月の降水量の平

方根を用いてある。高田、長岡、富山、新潟などの北陸の各都市が、気温

が高く降水量も多いこと、そして多雪地帯の中で最も気温の高い境界付近

(highest temperature boundary for heavy snowfall in Japan)に並んでいる。

このような自然的な要因が、日本の日本海沿岸地域を世界でも特徴的な

降積雪地域、すなわち本研究でいう暖候地降積雪地域にしている。この章

では、こうした暖候地での降雪の特徴を明らかにする。

図2-1　世界と日本の積雪地域の都市の気温と降水量の関係2)

Ta　は、 1)Jと2)]の気温のw一均.縦軸は両月の降水菜の平方根.
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2-2　降雪粒子の形成と成長の過程

降雪粒子の誕生には大きく二つの過程がある。その一つは、粘土鉱物を

はじめとした凝結核に、大気中の水蒸気が凝結して氷晶が誕生する過程で

あり、他の一つは雲を構成する過冷却水滴が何らかの原因で凍結して、凍

結雲粒ができる場合である。これら大気中で誕生した個体粒子は、初期の

段階では、きわめて質量が小さいために、落下よりも上昇気流がまさり、

降雪にはいたらない。これらの粒子が降雪いたるまでには、雲の中で成長

しなければならないが、その成長の過程には、図2-2に示すように大き

く分けて三つがある。すなわち、昇華(凝結)成長、併合成長、雲粒補足

成長である。

water vapor + ice nuclei + cloud droplets at T < 0 ℃

(nucleation)

I

ICE CRYSTAL

l

(Sublimation)

1

sj
(freezi ng)

l

FROZEN DROPLETS

J

(riming)

I　　　"

(aggregation)

l

SNOW FLAKES

(併合成長)

SNOW CRYSTALS

l

(Sublimation)

t

I

(riming) ＼
SNOW CRYSTALS RIMED CRYSTALS GRAUPEL

(昇華成長)　　　　　(雲粒捕捉成長)

図2 - 2　　　降雪粒子の代表的な成長過程
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1)昇華成長過程

昇華成長は、氷粒子がまわりの水蒸気から水分子を取り込むことによっ

て成長するもので、雪の結晶が成長する過程である。質量Mlの雪結晶が成

長する速度は、一般に水蒸気の拡散によって規定される次の式で表される。

dM-/dt=47r CFD[|O (∞)- ps] (2-1)

ここで、

C :降雪粒子の形で決まる係数

F :落下時のベンチレーションの効果をあらわす係数

D :空気中の水蒸気に拡散係数

〟(∞):まわりの水蒸気の密度

ps:降雪粒子の表面での飽和水蒸気の密度

である。

雲の中では、水晶と過冷却水滴が共存して、氷晶の表面での飽和水蒸気

圧よりも、水飽和の方がはるかに高いことが過飽和を生みだし、水蒸気は

氷晶の表面に取り込まれていく。それを補う形で拡散により水蒸気が補わ

れ、雪粒子が成長していくことを表しているのが(2-1)式である。こ

の式は、水蒸気が凝結する際に出る潜熱の放出の式と合わせて、数値的に

解かれるが、雪結晶が大きくなるにしたがい、温度に依存して形が複雑に

なってくるので、 CやFの決定がむずかしくなる。

2)併合成長と雲粒補足成長

雪の結晶が大きくなると落下が始まり、他の降雪粒子と衝突し、ある場

合にはその粒子を併合する。こうして形成されるのが雪片である。雪片の

成長を含めて、一般に質量M2の降雪粒子が、質量mの粒子群がほぼ一様に

q。の割合で存在する大気中を速度Ⅴで落下しながら衝突を繰り返して、併合

してその質量を増していく割合は、次のように表される3)0
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ここで、

A :有効衝突断面積

〟:空気の密度

q- :単位質量の空気中に存在する質量mの粒子の割合(cloud watermixing ratio)

∑C(M2,m) :捕捉係数

である。

雪片の場合は、衝突しても併合するとは限らないので、捕捉係数は衝突

係数と併合係数の積と考えられる。多くの捕捉係数についての研究では、

その値がだいたい0.1から1の間にあること、そして、温度に強く依存し、

また結晶同士の静電気的な場にも影響されることを明らかにしている。温

度依存性を表すものとして、 Hobbs4)は地上と航空機による観測によって得

られた雪片の大きさの温度の依存を調べて、図2-3のような結果を得て

いる。温度が-5℃より高くなると急激に大きな雪片が多くなることがわ

図2-3　気温と雪片の大きさ4)の関係

気温は降雪粒子が採取されたところのもの. ×は航空機による観測、 ○は

上観測によるもの.
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これは、温度が融点に近くなると、氷の表面にきわめて液体に近い性質の

疑似液体層ができ、吸着力が大きくなると考えられるからである。また、

-10--16℃付近にも山が見られるが、この領域は雪結晶が樹枝状(dendritic)

になる領域であり、機械的に互いに絡み合い易くなることによる影響と考

えられている。雪片の併合過程では、この他に例えば雪片の落下中の横方

向への運動も影響することが知られていて5)その実際の過程は複雑である。

雲粒捕捉成長は、降雪粒子が落下中に、雲を構成する過冷却水滴と衝突

し、それが降雪粒子の表面に付着して質量を増す場合である。雲粒の衝突

の場合は、相手が過冷却水滴であることから、衝突した場合ほぼ氷表面に

付着するという違いはあるが、基本的な式は雪片と同じ(2-2)式で表

される。雲粒捕捉成長で形成される降雪粒子の代表的なものは、あられで

あり、その成長は、例えば半径aの粒子が、雲水量Lの雲の中を速度Vで

落下して、速度Uで落下している雲粒を取り込んで成長する速度は、式(2

-2)から、

で表される。ただし、 Eは、雲粒の捕捉係数である。

この式からわかるように、質量が大きくなって落下速度が大きくなると

成長速度が速くなり、大きなあられが急速に作られいくことになる。

2-3　暖候地降雪の特徴

前の項で述べたように、雪片の併合成長の捕捉率は温度に対してきわめ

て敏感であり、融点近くで急激に大きくなる。したがって、暖侯地の降雪

の特徴の一つは、降雪粒子の多くが雪片の形態をとることである。

また、もう一つの特徴は、雲粒捕捉成長も卓越している点である。雲粒

捕捉成長でできる典型的な降雪粒子はあられであるが、 Mizuno6)は、日本の

あられの降った年間日数を1971年から1986年の間の気象台のデータから求め、
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図2-4　日本におけるあられの年間降雪日数6)

I6年間のデータからの・'I7-狗.

図2-4のような結果を得た。図から明らかなように、あられの降雪日数

の多いところは、日本海沿岸地域に集中していて、かつ、北海道よりも東

北、北陸に多いことがわかる。このことは、この地方の降雪に占める雲粒

捕捉過程が大きいことを示すものである。

武田7)は、 (2-1)式及び(2-2)式を使い、降雪粒子の質量が、昇

華凝結過程によって増える場合は、降雪粒子の半径の二乗に、雲粒の捕捉

過程では三乗に比例するという仮定をおいて、雲粒過程が昇華凝結過程よ

り卓越する場合、すなわち、 dM-/dt<dM2/dtとなる条件を求めた。その結果、

降雪粒子の落下速度が、まわりの空気の状態で決まるある臨界値をこえる

ことが必要であることを兄いだして、降雪粒子がある程度の大きさの凍結

雲粒から出発すると、その場合は、雲粒捕捉過程が卓越する可能性が大き

く、小さな雪結晶が昇華凝結過程で大きくなっても、なかなか落下速度が

大きくならず、雲粒を捕捉するにいたらないという事情がはたらくことを

兄いだした。
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一方、 Harimaya8)は、あられのもとになる芽(embryo)について調べ、それ

には、雪結晶から出発する場合と凍結雲粒から出発する場合があり、どち

らが卓越するかは、あられを形成する雲の雲底温度と高さ(対流層の厚さ)

によることを兄いだした。図2-5で、 Aで表される直線より上が凍結雲

粒、 Bより下が雪結晶が芽になる場合でである。凍結雲粒は、雲底温度が

高く、雲の対流層も厚い場合であることがわかる。

図2-5　雲底温度と対流層の厚さによるenbryoの違い8)
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このような条件が当てはまるのは、地上気温が高く、雲底の低い、また

大陸からの季節風の吹走距離が長く、雲の発達が顕著な北陸地方である。

このこともまた、この地方では、雲粒捕捉成長の顕著なことを示している。

以上見てきたように、暖候地降雪の特徴は、併合過程による雪片の形成

と雲粒捕捉成長によるあられを初めとした雲粒付きの降雪粒子である。実

際は、次の章や明らかになる雲粒付雪片が、この地方の一般的な降雪形態

である。そして、その形態は、雪の結晶に比べ複雑であり、基本的な物理

量さえも求めにくい対象である。しかし、その実体の把握は、日本海沿岸

地域の降雪の機構を明らかにするためには、避けてとおれない課題である。

本論文の第3章および第4章では、新しい手法を用いて雲粒付雪片の実体

とその運動形態の解明に対して行われた試みについて述べたいと思う0



第3章　暖候地降雪の実体

3-1　はじめに

暖候地の降雪の一般的な形態である雪片、およびそれに雲粒が付いてい

る雲粒付雪片は、その構造が複雑なために、取扱いが困難な対象である。

したがって、雪粒子に関する研究においても、寒冷な地域の降雪、すなわ

ち単体の雪の結晶の研究の進歩に比べ、相対的に遅れた分野となっている。

例えば、雪片については、その写真すら満足なものがないのが現状である。

雪片の実体についての初期の研究では、孫野・小口。)の雪片の構成結晶や

雪片の分類の研究がある。また、樋口IO)の雪片の構成要素と併合の関係、あ

るいはKajikawalりの初期雪片の形成と連動に関する研究などがある。これら

の研究では、雪片の併合過程をまず初期的な数個の雪結晶の併合からなる

雪片を対象にして研究して、その結果からより複雑な雪片の性質を類推す

るという手法がとられている。さらに、最近では、 FujiyoshiandWakahama12'

あるいは、 HarimayaandSat0-3'などが、強い降雪機構に関連して、雲粒の付

いた雪片について、レーダー観測や降雪強度と結びつけた研究を行ってい

る。これらの分野の研究においては、雪片を個々の構成単位である雪結晶

に分解するという手法が用いられている。

このように複雑な雪片の場合は、雪片を初期的な数片の段階での精微な

観測や個々の構成要素に分解するなどの手法がとられることが多い。これ

らの手法は、雪片を分析的にとらえるには必要なことではあるが、雪片の

全体像についての理解がないと、個々の研究間の共通理解が得にくいとい

う欠点をもっている。そこで、本研究では、雪片をその全体像としてとら

えるという手法をとった。そのために、雪片を記録する手段として、雪片

の立体写真の撮影法を開発した。また、その写真から雪片の雲粒付きの度

合い応じた分類を行い、その密度を求めた。複雑な形を持つ雪片の密度は、

その規定自体も一つの新たな提案である。そこで、その有効性を検証する
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ために、この密度から類推される降雪粒子の雲粒寄与率などを、他の研究

と比較検討することも行った。

3-2　雪片の記述方法としての立体写真

雪の結晶はその美しさとともに、多くの人に親しまれてきた。その反両、

雪片はその言葉さえ知らない人も多い。雪の結晶の記述は、さまざまなス

ケッチからはじまり、顕微鏡の発明、そして、写真技術と進歩し、多くの

人に知られるようになった。それはまた、対象の客観的な記述と共通理解

に道を開き、研究面での大きな進歩の要因ともなった。こうした中で、雪

片については、多くの場合、雪の結晶の集合体として参考程度に、顕微鏡

写真や接写写真が掲げられているにすぎない。そして、雪片の場合は一般

に立体的であるために、普通の写真からだけではその実体を明瞭には把握

できない。さらに、これに雲粒がつくと一段と不明瞭になるのが実状であ

る。

このような背景は、一般の人々の雪片に対する認識にも反映し、北陸の

多雪地帯に住む多くの人が、ほぼ降雪のたびごとに見ている雪片が、たく

さんの小さな雪の結晶から成り立っていることや、またたくさんの雲粒を

付けていることなどを知らない場合が多い。暖候地降雪の特徴である「湿

った重い雪」を科学的に解明するためにも、その実体である雪片について、

多くの人が正しい知識を持つことが重要であり、そのためには、雪片の実

体をよく表したものが必要である。雪片の立体写真は、このような観点か

ら、雪の結晶のように平板ではない雪片の姿を観察するために開発された

一手法である。図311に立体写真の例を載せたが、立体写真からは一一枚

の写真からは得られない雪片の立体的な姿が浮かび上がってくる。

3-3　雪片の顕微鏡立体写真の撮影法

立体写真を雪に初めて応用したのは、 Iwai-4'である。それは、雪の結晶の
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r

樹枝状告晶からなる雪片

雲粒付き樹枝状結晶からなる雪片

不定形の麗晶からなる雪片

図3-1　雪片の立体写真
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一種である立体樹枝状の結晶の撮影に対してであった。一方、北陸の平野

でごく一般的に降っている雪片の顕微鏡立体写真を撮り、それを一般に紹

介したのは、おそらく著者が初めてであろう。

雪片の場合は、雪の結晶とは異なる次のような事情がある。一つは、雪

片の卓越する地域の降雪は、ほとんど0℃、時にはそれを上回る気温のも

とで生じていることである。撮影の際に、絶えず雪がとけることを心配し

なければならない。さらに、雪片の場合は、対象が雪の結晶より大きくな

るので、倍率を低くしなければならないことや、照明を透過光ではなく反

射光にしなけれならないなど、一般の雪の結晶の撮影とは異なる撮影系が

必要となってくることがある。

立体写真を撮るにはいくつかの方法があるが、実体顕微鏡を用いるのが

簡便である。さらに、融点近くで撮影を行うために、雪をとかさない工夫

が必要である。そこで、雪を受ける容器をあらかじめ冷凍庫で冷やしてお

くという方法をとった。また、写真撮影の際の照明による熱の問題を考え

て、ストロボ照明を使った。図3-2は、雪片を撮るための撮影系を表し

たものである。容器の中に氷があるのは、熱容量を大きくする効果と、氷

の潜熱を利用して、少なくとも0℃以上に容器の温度上げないようにする

ためである。

立体写真の利点は、特に雲粒が多く付いた場合に、その付き方が立体的

に把握できるために、雲粒の付着量によって雪片を分ける場合に便利であ

ることである。また、立体写真は奥行きの情報を含んでいるので、それを

利用して雪片の三次元的な大きさを計測することができる。

この方法で撮影された雪片の写真は、著者が勤務する富山市科学文化セ

ンターで展示され、一般市民に公開されている15)。

3-4　雪片の分類と本研究で対象とした雪片

孫野・小口9'は、表3-1に示す雪片の分類を提案した。この表において、

本研究で対象とするのは、まず時間的変態では、新雪片であり雲粒付き雪
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撮影蛮aEの概観

図3-2　顕微鏡立体写真の撮影装置と撮影系
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片である。一部密度の測定では、濡れ雪片も取り扱う。落下中の形につい

ては、雪片の落下速度を取り扱う第4章で述べる。大きさについては、 1

cm前後からそれより大きいものが多い。

+　A・晶形の分軌土田鯨雪舟耕委員会・のとり決めになぞらえ..足りない分は中谷教授の
分科法　に従う。
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表3-2　孫野・小口の示した雪片の構成結晶の種類と観測される頻度9)

* often　というのはその紡晶形の雪片が多く概則されるという患味であってこの結晶形が必ずしも

雪片を作り易いことを示す駅ではない。

Iarge　といっても小雪片を作ることも勿論ある。

+軸受けとめたときの脆さを示す。

主な構成要素では、原理的にはさまざまな結晶の組み合わせが考えられる

が、彼らが同じ論文で示した表3-2のように、実際に観測される雪片は、

平板樹枝と立体樹枝のものが圧倒的に多かった。もちろん、図3-1の下

段の写真のように、角板や不規則な結晶も観察されるが、それはまれであ

り強い降雪時にほとんど寄与しない。したがって、ここであつかうものは、

ほとんど平板樹枝と立体樹枝のもので、その中にあられ状の雪がまじる雪

片である。

3-5　落下雪片の密度の測定

3-5-1　観測について

観測は、 1992年1月から2月の降雪のあった日に行われた。気温は、およ

そ-2　　　℃の間であった。雪片は前に述べたように、あらかじめ-15℃

前後の雰囲気の中で冷やして置いたケースに受け、立体写真を撮り、その

後すばやく細い針で電子天秤の皿の上に運び、 0.1ミリグラムのオーダーま

での重さを測定した(図3-3)
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3-5-2　雲粒付きの度合いによる雪片の分類

雪片は前に述べたように、ほとんど平板樹枝及び立体樹枝である。そこ

で、ここでは雪片を雲粒付きの度合いによって4段階に分け、さらにわず

かに融解した形跡が認められるものを付け加えて、表3-3に示したよう

に5段階に分類した　Hobbsetal.16)は、降雪粒子を雲粒付きの度合いによっ

て、 unrimed, lightly rimed, moderately rimed, densely rimed, graupelの5段階に分

けているが、その分け方との対応も記した。

これらの段階に対応する雪片の写真を図314に示した。 bとCの違い

は雪片を構成する雪結晶が明瞭であるかないかで、 Cとdとの違いはあら

れ状の粒子を含んでいるかいないかによって分けられている。そして、こ

れらの微妙な違いは、顕微鋭立体写真を使うことによって、はじめて明瞭

に認識できる。
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図3-4　表3-3の分類に対応する雪片の立体写真

a: unnmed or lightly rimed, b: moderately rimed, c: densely rimed,

d: aggregate of graupel-like particle, e: melting snow flake
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3-5-3　雪片の体積の推定

雪片の密度を考える場合、複雑な形をもっていることから、体積をどの

ように見積もるかが大きな問題である。ここで用いた方法は、落下後の雪

片の高さを立体写真の視差がら計測し、雪片を包む多而体をもってその体

積とするもので、図3-5の雪片を例に具体的に述べる。

図3-5の右の写真には、 1ミリ間隔で引かれたグリッドが描かれてい

る。この交点に対応する雪片の高さを求めるわけであるが、それには交点

に対応した雪片の位置を左右の写真で兄いだし、あらかじめ設定した原点

からの距離の横方向の成分の差を検出するという方法を用いた。一般に立

体写真の場合は、この差が奥行き(高さ)に比例するが、光学系の特性な

どで、比例関係が崩れる場合も考えられる。
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図3-5　雪片を包む多雨体を求めるための立体写真.

右の写轟のグリッド間隔は1ミリで、その交点の摘さを立体写其の視差から
求める.
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そこで、既知の厚みを持った構造物を立体写真に撮り、マイクロメーター

で測った実測値と立体写真上のずれとの関係を調べた(図3-6)　図か

らも、ほぼ比例関係が保たれていることが分かる。この結果を用いて、図

3-5の雪片の各点の高さを兄いだし、そのようすを表したのが、図3-

7である。図3-7は、同じ雪片についての計測結果のそれぞれ立体グラ

フと等高線グラフである。体積は、上段の立体グラフで表される雪片を囲

む多面体の体積で近似した。このような近似を以後多面体近似と呼ぶ0

図3 - 6　被写体の高さ(altitude)と立体写真上でのずれ(relative distance)の関係
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高さ(皿n)

高さ(∬皿)

図3-7　グリッドの交点(図3-5)の高さの計測から得られた雪片を包む
多面体.上段は多面体の立体表示、下段はその等高線表示.
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3-6　雪片の大きさ、雲粒付きの度合いと密度の関係

観測では、 54個の降雪粒子の立体写真を撮り、そのうち密度の解析が

できたのが、 31個であった。その中には、 7個のあられが含まれている。

雪片の場合は、前に述べた多面体近似で体積を求めたが、あられの場合の

体積はその形から、球や円錐で近似した。結果は図3-8に示したが、横

軸には降雪粒子と同じ体積を持つ球の直径をとった。まず、雪片の密度が

オーダー的にはO.Olgr/cm3程度にあることが分かるO　また、雲粒付きの度合い

が大きくなるにしたがって、大きくなり、雪片の大きさにほとんど依存し

ないことが分かる。しかし、 bタイプの雪片では、わずかに大きさの増加

によって密度が低下する傾向が見られ、大きいものではaタイプよりも小

さい密度になることもあった。

図3-8　多面体近似によって求めた降雪粒子の密度
直径はその雪片を包む多面体と同じ体積を持つ球の直径として求めた.
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これは、 bタイプの雪片の顕微鏡写真を検討した結果、大きい雪片は比較

的大きな雪結晶から構成されていて、大きくなるほど隙間の多い構造をと

るからであると考えられる。同様の事情は、 a、 C、 dいずれのタイプに

もあてはまるはずであるが、 aについては観測数が少なく、大きな雪片が

得られなかったので明らかにならなかった。また、 C, dでは、雲粒の付

きの度合いによる差の方が大きく影響しているようである。したがって、

この二者では、密度自体のばらつきも多い。

あられについては、例は少なV、が、!図3-9で示した塊状(lumpgraupel) 、

円錐状(conical or conelike graupel)と一部表面が融解した(melting graupel)を

調べて、雪片の密度と比較した。融解したものは、予想されるように、観

測した降雪粒子中最も密度が大きく、次に塊状のもの、円錐状のものとな

った。円錐状のものは、雪片のdタイプの上限やeタイプなどの密度に近

く、その値は0.ll-0.13 gr/cm3を示し、 Nakaya17)の0.125 gr/cm3にきわめて近い

億であった。あられの密度については、気温、大きさ、芽(embryo)の種類

などによって変わるのでtS)、ここでは得られた値を参考程度に表3-3に
′

載せ、他の測定結果と比べるために、 Harimaya19)の論文にある図に今回の測

定結果を書き入れたものを示すのみにして詳しく論じないことにする0

a・ ∇ lump graupel b. ◇ conical graupel c e melting graupel

図3-9　観測されたあ・られの種類
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図3-10　さまざまな研究者によるあられの密度

Harimaya20)の論文の図に本研究の結果を啓き入れた.

表3-4　測定されたあられの密度



3-7　グリッドの間隔と密度の関係

雪片の体積の推定に用いられた多面体近似について考えてみると、次の

ような特徴がある。すなわち、測定するために引くグリッドの間隔を小さ

くしていくと、雪片の凹凸をより細かく反映するのことになり、グリッド

間隔によって、見積もられる体積が変化することになる。そこで、このグ

リッドの間隔を4ミリから2、 1ミリと次第に小さくしていくにしたがい、

どのように多面体近似が変化していくか、またそれによって密度がどのよ

うにかわるかを24個の雪片について調べてみた。また、同時に、他の例えば

MagonoandNakamura19)の採った長径aと短径bから(a b)1/2を直径とする半球

の体積に近似する方法(ここでは、楕円体近似と呼ぶ)と落下雪片の接地

面積をAとして　2　・(A/tt)1βを直径とする方法(球近似と呼ぶ)の両方の

方法も比べてみた。図3-1 1は図3-5の雪片のそれぞれ、 2ミリ及び

4ミリ間隔の場合の雪片を包む多面体である。図3-12には、 1ミリの

グリッドの時の密度を1として、それに規格化した密度で、近似の違いに

よってどのように密度が変わるかをみたものである。多面体近似では、 1

ミリグリッドに近づくしたっがて、密度の広がりが減少し、 2ミリの場合

の密度は、 1ミリの場合のおよそ±20パーセントに、 6例ほどを除くと、 ±

10パーセントに入る。このように、グリッドが小さくなるにしたがって、ば

らつきが小さくなってくるのは、多面体が次第に雪片の凹凸をよく反映す

る結果とみることができ、 1ミリ間隔の測定が雪片の複雑性をかなりよく

再現しているといえる。グリッド間隔をさらに細めて0.5ミリ程度にすると、

左右の写真から対応する点を選ぶことが、写真の分解能の関係で苦しくな

る。また、構成結晶の大きさが1-3ミリ程度であることを考えると、 1

ミリ程度のグリッド間隅が適当と思われる。他の球体や楕円体近似による

ものは、多面体近似の4ミリグリッド程度のばらつきをもち、かつ一般に

密度が低めにでることがわかる。これは、この両者の近似では、体積を多

めに見積もる傾向があることが分かる。
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「

高さ(血皿)

高さ(mm)

図3-1 1　グリッドの間隔を変えた時の雪片を包む多面体の変化
図3-5の雪片について求めたもの.



図3-12　近似の違いによる求められる密度の違い
計24個の雪片について、近似を変えて密度を首l・算したもの. 1ミリグ

リッドの多面体近似を1に規格化して、その比で表している。線棟は、

24の雪片に対応している.
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3-8　密度の増加に占める雲粒量の寄与

図3-1 3にあられおよび融けつつある降雪粒子を除いた密度のグラフ

を示し、表3-4にタイプ別に測定された密度の範囲とその平均を載せた。

タイプの違いは雲粒の付着量の増加に対応している。すなわち、タイプ別

の密度の増加は、雲粒が増えることによると考えられる。密度の増加から

雲粒の寄与について検討を加えようと思う。

図3⊥13　雪片の密度(1ミリグリッドの多面体近似)

図3-8からあられおよび融解雪片を除いたものを示した
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雲粒については、前に述べたHobbsの分類などでもわかるように、その付着

度を定性的に表現することが行われてきたが、近年、雲粒量を定量的に求

める研究が行われるようになった。その代表的な二つの研究と本研究の結

果を比較することにする。本研究以外では、いずれも雲粒量を一つの雪結

晶のレベルで扱うのに対して、本研究では、立体写真などを使い雪片を個

々の構成要素に分解せずに雲粒量を見積もる点が大きな違いである。

1 ) Harimaya and Satoの方法

HarimayaandSato13)は、雪結晶を雲粒付着度によって3種類に分けてその寄

与率を定量的に求める方法を開発した。図3-14のようにまず雪片をそ

の構成結晶に分解して、図の下段のように雲粒の付着度によって4タイプ

に分けた。図にないTYPE4はあられであり、その寄与率は100パーセントと

している。寄与率は、 1個の降雪粒子の質量のうち、雲粒捕捉成長した質

量の割合としている。あらかじめ求めておいた雲粒のつかない場合の同じ

大きさの雪結晶の重さを比べることによって、個々の雪結晶の雲粒量が求

まる。分解した構成雪結晶について、すべての雲粒量をもとめ、その全体

の質量に対する、雲粒量の割合を雲粒寄与率とするわけである。
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図3-15は、その方法によって、求めた北海道篠路のデータある。雲粒

寄与率が、すべてあられである時間帯をのぞくと、 TYPE2とTYPE3が多くを

占める時間帯で約60%前後がその最大である。このことは、 TYPE2とTYPE3

は、雲粒がかなり濃密に付いた場合であり、その時の雲粒が全体の密度に

占める割合が、およそ60%前後であ'ることを示している。

図3-1 5　観測時間帯の各TYPEの割合と雲粒寄与率の関係

-35-



2 ) Mosimannらの方法

Mosimann etal.21)もHarimayaand Satoと同じく雲粒量を個々の雪結晶のレベ

ルで測るのは同じである　Mosimannは、雪の結晶を顕微鏡観察から雲粒付き

の度合いで5段階に分けている。その段階と本論文の分類、あるいは

Harimayaand Satoの分類と比較するために、 Mosimannの論文にある表を改変

して、これま・で述べてきた雲粒付きの度合いをまとめると、表3-6のよ

うになる。ただし、前に述べたように本研究での度合いは、雪片全体とし

て考えた場合のものであって、その他の場合はすべて、個々の雪結晶につ

いてである点が大きく異なる　Mosimannは、雪の結晶の顕微鏡写真から、雲

粒の大きさを測り、その質量を推定して、雲粒付きの度合いに応じて雲粒

量の割合がどのように変わるかを求めた。雲粒の付かない結晶についての、

大きさと重さの関係は、他の多くの研究の結果からわかるので、雪結晶の

種類と大きさおよび雲粒量がわかると全体の質量に対する雲粒の質量がわ

かるわけである。

表3 - 6　　　本研究と各研究者による雲粒付きの度合いの比較
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3)本研究による雲粒量の推定

本研究から雲粒度の違いに応じた同様の雲粒の割合を求めてみる。それ

は、次のようにして行う。

本研究で測定した雪片では、その構成結晶が、平板樹枝および立体樹枝

に限られていた。したがって、密度の違いは、雲粒量だけによると考えら

れるOそこで、タイプaを雲粒量ゼロの雪片と考え、その密度をpaとするo

他のタイプ密度をpとすると、単位体積当たりに雲粒によって増加した質

量は、 P-Pとなる。したがって、質量全体に占める雲粒量の割合fは、

と見積もられる。

pとして、それぞれのタイプの平均の密度を使って、雲粒付きの度合い

に応じて雲粒を見積もり、表3-6の対応をもとにMosimannのものと比較す

ると表3-7のようになる。
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bとCでは、やや違いがあるが、 dタイプ、すなわち濃密雲粒付きにあ

られ粒子が混じるものが、それぞれ; 60パーセント前後になることがわかるO

前に述べた、 HarimayaandSatoの結果も濃密雲粒付きの降雪粒子の雲粒量が

およそこれぐらいであった。

雲粒がつかない雪にその2倍の質量の雲粒がつくと、

となる。すなわち、 60数パーセントというのは、雲粒がもとの雪粒子の

およそ2倍の質量で付着したものであることを示している。

以上のことから、本研究のように雪片を個々の粒子に分解しない方法で

も、およその雲粒量を推定できることが明らかになった。

3-9　雪片を構成する雪結晶の数

一つの雪片を構成する雪結晶の数は、雪片の大きさはもちろん、その構

成雪結晶の数や種類によって異なる。大きい雪片ならば、構成雪結晶の数

は数百から千程度にもおよぶO　対馬他22)は、降雪粒子を-20℃に冷やしたケ

ロシン中に受け、それを冷凍室に持ち込み、 1個の雪片を分解して、富111

で降った雪片の構成雪結晶数を調べた。その結果10-80個からなる雪片が多

く、最大は895個であった。

ここでは、雪片の密度から構成雪結晶の数を推定してみる。最も一般的

な構成雪結晶は、樹枝状結晶である。その重さは大きさd (mm)とすると、

重さM (mg)は、

の関係が知られている23)

雪片の密度を雲粒の付かないaタイプのpa=0.035g/cm3とし、雪片を直径D
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の球体と考ると、雪片に含まれる雪結晶の数は、 ((汀D76)p.)伽となる。

構成結晶の大きさが、 2mmと3mmの場合について示したのが、図3-1 7

である　I c m程度雪片に含まれる雪結晶の数は、結晶の形が2mmの場

合で、 1200あまりに、 3mmの場合は、 470　程度になることがわかる。

しかし、これらの値は、先の対馬他の結果よりかなり大きいように思われ

る。この相違の要因は、雪片が大ききくなっても密度が変わらないという

仮定にある。

図3-1 7　1個の雪片の中に含まれる雪結晶の数

直径dが、 2, 3ミリの樹枝状の結晶の場合の計算.

※は、空rrlでの碑皮から求めたもの.
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次の第4章で明らかにするが、実際の雪片の空中での密度は、雪片が大き

くなると小さくなるo　したがって、雪片の質量は、最大粒径の関係の3乗

には比例せず、ほほ2乗に近い比例関係になり、測定の結果では、雲粒が

ほとんど付かないタイプで次のような関係になった。

すなわち、

ここで、 mは質量、 dm最大粒径である。

図3-17には、最大粒径を大きさとして、 (3-7)式にもとずいて、

雪片に含まれる結晶数を計算したものも載せである。この場合は、 10mm程

度の雪片で、構成樹枝状結晶が2mmのもので340個、 3mmで130個程度になり、

実測を反映できる計算結果となる。

3-1 0　雪片の密度と新雪の密度

ここで用いた雪片の密度の測定法では、雪片の密度がその雪片を構成す

る粒子の種類や構造に敏感な量であることがわかった。そうであれば、そ

の落下後の密度の値は、新雪の密度に反映するはずである。ここでは、こ

れまでの研究で得られた新雪の密度と雪片の密度との関係について考察す

る。

新雪の密度は、積もったばかりの積雪から一定の体積を切り出し、その

重さを体積で除して得られる。したがって、新雪の密度には、降雪粒子に

種類、大きさ、落下速度、地上に落ちてから気温による変化、上部からの

加重による変形、さらには、それらの蓄積が、測定間隔をどのくらいにす

るかに影響して変わる。

したがって、新雪の密度はその測定間隔の長さによって大きくかわる。

特に富山など気温の高い所では、降雪粒子が地上に到達した瞬間から、 0

℃以上の気温にさらされるために、雪の変化が激しく密度も高くなる。し
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たがって、密度はその地方の平均気温に左右され、 -'般には平均気温が高

いとその地方の新雪密度は、高いという傾向がある。新雪の密度について

論じたものには、例えば中村・阿部24)による日平均気温と密度の関係を求め

たものがある(図3-18)　これによると、気温が0℃を越えるとかな

り大きな密度のものがみられ、気温融雪の影響がわかる。この影響は、 12

℃ぐらいからあらわれる傾向がみられ、おそらく平均というより最高気温

が0℃を越える時点で、融雪の効果があらわれることを反映しているから

と考えられる。

図3-1 8　新積雪密度と平均気温の関係24)

-42-



-2℃以下では、温度による傾向は特にないoこの領域では、降雪粒子の変

形が遅くなり、降雪粒子の結晶形や粒子の再配置を促進する風速等が影響

するo　したがって、雪片の落下後の密度との関連を調べるには、暖かい地

方での測定間隔の長い新雪密度の測定ではなく、落下後の変化の遅い所で

の測定例を見なければならない。

梶川25)は秋田市において、降雪粒子の結晶形と新積雪の密度のとの関係

を調べ、図3-19のような結果を得ている。気温によって、密度がやや

低下する傾向が見られるが、ばらつきが大きく、気温のみでは説明できな

いことを示している。卓越結晶と新雪の密度との関係では、表3-8のよ

うな結果を得ている。前のグラフ、及びこの表から、もっとも密度が小さ

いのは、雲粒の付かない樹枝状結晶で、その値が0.025gr/cm3であることがわ

かる。

一方、新雪の密度は風によるパッキングの影響を受けるo和泉26)は新潟で

の観測から風速と密度の関係を求めた。風速による密度の式は、

^ n,in=0.0132 V +0.02 (3-8)

ここで、 Ⅴは、日平均風速(m/sec>　である。

風速がないとき密度は最も小さくなり、その億は、 0.02gr/cm3となり、前の

梶川の0.025gr/cm3とほぼ同じ程度になる。

これらの値は、本研究で得られた密度の値の最も低いもの、表3-5に

おけるbタイプ0.024gr/cm3とほぼ同じ程度になっている。このことは、新雪

の密度が落下後の降雪粒子の構遇的を反映していることを示している。そ

してその後、粒子の熱力学的、あるいは機械的変形によって、その大きさ

や構造を変えていくことになる。

もちろん、新雪の密度はこの0.02gr/cm3程度か最低ではなく、世界的には

0.008gr/cm3や0.007gr/cm3などの報告例27)が記録されているが、日本においては、

このような低いものの報告例はなく、また一般的ではない。
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3-1 1　まとめ

雪片の実体を全体的に把撞するために顕微鏡立体写真の手法を開発した。

立体写真は、雪片の雲粒付きの度合いを知るという質的な面のみならず、

雪片の体積を見積り、雪片の密度を推定するといった量的な面でも有用な

手段であった。また、それは雲粒量を定量的に求めるためにも役立つこと

が明らかとなった。ここで用いた方法は、雪片の全体的な姿から量的な関

係を求めるものであり、個々の雪結晶に分解する手法に比べ、はるかに手

数が省けるものである。したがって、今後の降雪粒子の観測に実践的に役

立ち、自動化などにも道を開くものである。

落下雪片の密度は、オーダーとして、 0.01gr/cm3にあり、雪片の大きさには

強く依存せず、雲粒の付き方に大きく依存することがわかった。大きさに

依存しないことは、落下後の雪片の密度が、雪片の基本的な構造を反映し

た量であることを示している。雪片は接地した瞬間に変形や分解をして広

がる。ここで測った雪片の密度は、そのような状態のものであり、接地し

た時に分解しない塊として存在しやすい部分、すなわち雪片の基本的な構

造を表していることになる。また、つぶれることを考えると、空中にある

密度より大きめの値になることも想像できる。そして、これらの値と新雪

の密度との対応関係も明らかになった。

また、雲粒がたくさんついている雪片では、雲粒の質量は、構成結晶の

質量の2倍以上もあることがわかった。そして、雲粒の付着によって、密

度は数倍になる。北陸の平野の重い雪の一つの側面をここに見ることがで

きる。
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第4章　雲粒付雪片の落下に関する空気力学的考察

4-1　はじめに

第3章では、暖候地降雪の実体としての雪片の姿を明らかにした。そこ

では、雪片に雲粒がつくことによって、降雪粒子としての密度を増すこと

が、定量的に明らかになった。そのことは、また落下速度にも影響を与え、

雲から地上への質量輸送に大きく関わるはずである。雲粒の寄与は、内陸

より平野部で大きいことが知られている28'ので、北陸の平野部の降水に大き

く関係する。そこで、本章では、この複雑な構造と形を持った雪片の落下

速度について、雲粒の付着の度合いを指標に考察する。

雪片の落下については、これまで多くの研究が行われてきた。落下速度

(ここでは、すべて終速度の意味で使う)についてはMagonoand Nakamura20)

が空気力学を用いた理論的な取り扱いと観測かち、落下速度を雪片の密度

の関数で表した式を導いている。一方、 Langleben229)は、融解直径をD (雪片

を水滴にした場合の直径)として、速度ⅤをV=kDnの形の式で導いている。

この形の式としては、梶川30)が、雪片についてLangleben、 Imai31) 、 Litvinov32㌦

そして、梶川自身の測定値33-などの結果をまとめているo　また、この形の

式の理論的な導出については、 Fujiwara34)が行っている。鈴木他35)は、雪片

の球形度や抵抗係数を変えて、融解雪片を含む高密度の降雪粒子の落下速

度の計算を行った。

これらの結果を見ると、ばらつきが多いとはいえ、落下速度に関しては、

前に提出されたV=k D"の形の式がほぼ当てはまるといえる。しかし、その

式を導くにあたっての、雪片の形、種類、大きさ、密度などについては、

個々の研究者によってその測定量の一部が間接的であったり、また仮定を

設けて導き出されたりしており、落下を規定する諸量間の関係が明確では

ない。

そこで、本研究では、雪片の落下を規定する物理量を可能な限り同時か

つ直接的に測定することによって、雪片の落下の実態を明らかにすること

を目的とした。対象とした雪片は、 0.5cm程度以上の大きいものである。個
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々の雪片について、落下速度、落下中の形状や断而積、質量、及び顕微鏡

的視野での雲粒付着の度合いなどの把超を同時に行い、雪片の雲粒付着度

に注目しながら、落下に関連する物理量を定量的に把揺することに努めた。

4-2　観測方法

4-2-1　測定系

観測は、図4-1に示したように、富山市科学文化センター屋上の観測

室に設けた筒の中を落下する雪片について行った。無風に近い空気中を落

下する雪片をシャッター速度2000分の1秒のCCD固体撮像素子のビデオカ

メラで撮影した。落下した雪片は、あらかじめ-15℃程度の雰囲気の中で冷

やしておいたケース中に受け、接写レンズ付きのビデオカメラで録画し、

かつ同じ降雪の中のいくつかは実体顕微鏡によって立体写真による記録を

行った。雪片の重さは、この後すばやく、 0.1ミリグラムまで測定可能な電

子天秤で測定した。ビデオに写った雪片と、写真撮影や重さの測定の対象

となった雪片との対応を明確にするために、落下筒の中間部に置いた仕切

を調節して、連続して雪片が落ちて来ないようにした。また、対象となる

雪片が落下した瞬間に、音声をビデオに記録することによって、観測雪片

と映像との対応をとった。なお、観測は1994年1月19日から2月14日の間の

降雪のあった日に行った。観測した雪片が降った時の気温は、 -3℃から

0℃ときわめて狭い範囲にあったので、気温によるデータのふるい分けは

行わなかった。

表1に、測定した雪片の個数および大きさの範囲などを、後から述べる雲

粒付きの度合いによるタイプ別に示した。

4-2-2　落下速度の計測

降雪粒子の速度の測定は、ビデオに映し出された雪を、フレーム単位で

取り出すことによって行った。図4-2のa)はフレームと次のフレーム

の映像を合成したものであるが、 Lが1フレームの間に落ちた距離である。

ビデオ映像は、 1秒間に30フレームで構成されているので、 Lは30分
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の1秒の間に落ちた距離ということになる。画面上での落下した長さの測

定は、 1フレーム単位で映像をコンピュータに取り込み、画面上での画素

数を計測することによって求めた。 1画素当たりの長さは、同時に画両に

映っているスケールで校正した。ここで採用したビデオの視野では、粒子

は画面中を2フレームから3フレームの間で通り過ぎる。速度はその平均

をとった。

速度の測定の際の誤差は、落下位置を読みとる時に生じる。画素をはっ

きりさせるために画面を拡大すると、雪片の輪郭が不明瞭になる。大きく

求めた落下距離の画素数と小さく求めた画素数では、 2-3画素程度の違

いが生じる。 1画素当たりの長さは、撮影時の倍率によって変わってくる

が、今回の測定では0.7-0.9mmであった。したがって、その誤差は大きい場

合で2.7mm程度になる。また、写し出されたスケールから1画素当たりの実

寸長を求める時に、色のにじみなどがあって、スケールの間隔を正確に求

められないことによる誤差も、数パーセントあった。したがって、 1フレー

ム間の雪片の落下距経の測定で生じる誤差は、実寸で3mm程度と見積もるこ

とができる。 1秒単位での速度の場合は、 30倍しているので、最大9cm程

度の誤差があることになる。
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ロEl

図4-2　落下距離と雪片の大きさの計測法
a Lは30分の1秒間に落下した距離.

b　2億化の過程.

C　雪片の大きさWやhを画素数で測る.
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4-2-3　空中での大きさと形、断面積の測定

ここで用いた測定系では、雪片の落下を水平方向から見ていることにな

る。雪片の空中での形は複雑であるが、雪片の大きさとして、落下方向

(縦方向)の長さhと水平方向(横方向)の長さWを画面上で測定した

(図4-2のC) 。これらも、速度の測定の場合と同じように、コンピュー

タに取り込んだ画像上で、画素数を測定することによって求めた。その際、

画像を2億化した。図4-2のbは、 2億化の前と後の映像である。 2億

化の開催は、カラー画像を見ながら、その形をよく反映するように個々に

決定した。横方向から見た雪片の断面積は、 2億化した画像での画素数で

計測し、大きさの情報とともに記録した。この方法によって、複雑な形を

持つ立体的な落下雪片の水平方向への投影断面積を求めることができる。

なお、シャッター速度が2000分の1秒なので、例えば速度1m!秒で落下す

る粒子は、その間0.5mm落下することになるが、ここで取り扱う1 c m前後

の雪片では、ほとんど問題にならない大きさと考えて無視した。

4-3　　雪片の分類

雪片の分類は、雲粒の付き方を目安に分類した。すなわち、雲粒が比較

的に少なく構成結晶が明瞭にわかるものをAタイプ、雲粒が多く構成結晶

が明瞭でないものをBタイプ、 Bタイプの雪にあられ状の雪塊が混入して

いるものをCタイプとした。雪片の立体写真をもとに分類したが、すべて

の雪片について立体写真をとってはいないので、接写したビデオ映像や記

録によって分類したものもある。原則として気温がマイナスの時の雪片を

対象とし、雪片の個々の写真やビデオ映像を見ながら、滞れ雪は対象から

はずすようにした。構成結晶は、 Aタイプでは、多くは樹枝状結晶であっ

たが、立体樹枝およびいが状(bu汀type)もその次に多く、数は少ないが広

幅六花から角板状結晶を含んだものも見られた。また、 Bタイプは小さな

広幅六花の結晶を含むものが多く、それに角板状のものが混じるものがあ

った。したがって、 Bタイプの特徴である結晶形が明瞭でないという中に

は、雲粒が多いことと共に構成結晶が小さいこと・も影響している　3-5
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厳密にいえば、縦横の長さの違いに応じて、縦型か横型に分類出来そうで

あるが、縦横の比のほぼ同じ丸い形のものもあるので、丸形という分類項

を設けたo不定形は、枝が方々に張り出したような形のものを含め、どう

しても以上の分類に当てはまらないものとした。図4-3で1-5の番号

で示したものは、それぞれ丸形、横形、縦形、逆円錐形、不定形の雪片の

代表例である。なるべく不定形をつくらないように、対象とした雪片を直

感的に分類した結果、表4-2ようになった。半分近くを逆円錐形が占め

ていることがわかる。この結果は、先の孫野・小口でも述べられているよ

うに、雲粒付の雪片では重さに不均一があるため、部分的に重い方を下に

して落下し、落下の過程で空気抵抗による変形を受けながら落ちてくるこ

とが多いことを示している。ただし、表4-2の結果を直ちに自然状態で

の割合と考えるわけにはいかない。それは、降雪粒子が、静止した空気の

筒の中に入る段階で、粒子のふるい分けが生じている可能性があるからで

ある。



4-5　雪片の落下速度

図4-4-1-4-4-2は、雪片の落下速度についてのタイプ別の結

果を示したものである。これまでの研究と参照するために、 C G S単位系

を用いた。また、横軸には融解直径をとった。この場合の融解直径は、雪

片の重さをそのまま天秤で測定している.ので、その重さに等しい水滴の直

径である。図より雪片の落下速度は、ばらつきが大きいものの、 Langleben2。)

によって提出されたV=k Dnの形になるといえる。雲粒の割合が大きくなる

にしたがって、 kの値もnの値も大きくなる傾向も、これまでの結果と同

じである。図4-4-2には、梶川33)によって得られた雲粒付樹枝雪片の

結果とLangleben29)のものを今回の結果と合わせて示したO今回のBタイプす

なわち濃密雲粒付雪片の値は、 Langlebenのものにきわめて近いことがわかる。

梶川の結果は、融解直径の大きいところで、速度が大きめに出ている。梶

川の場合は、観測した雪片が比較的小さいものであり、論文でも回帰式が

融解直径の大きいところで速度の大きい方へずれると述べていることを考





えると、彼の式は重い頒域では実際より大きい速度の値を示すものである

といえる。

形による落下速度の違いは、 Aタイプでは縦型で速度が大きいものが多

い。その他のタイプでは、全体として明瞭な傾向はないが、全体の集団か

ら目だって速度の速いものが縦型に多い傾向が読み取れる。雪片が落下す

る姿勢としては、空気の抵抗の大きいやや横に拡がった形の方が自然のよ

うに思えるが、縦形や逆円錐形になるのは、おそらく前に述べたように雪

片の密度が一棟でなく、重い方を下にして落ちてくることによると考えら

れる。その中で縦形は特にその不均一性が極端で、時には融解した部分等

を下方にして落下するのではないかと考えられる。濡れ雪片は、極力測定

対象から除外したとはいえ、落下筒の中での部分融解など、完全を期せな

い面もあるからであろう。

4-6　雪片の密度

雪片の密度は落下を論じる場合に重要な物理量である。しかし、密度を

求める場合に複雑な形の雪片の体積をどのように見積もるかが大きな問題

である　　MagonoandNakamurが0)は、落下後の雪片の大きさと高さから空中

での体積を計算したが、できれば空中での雪片の大きさから体積を求める

ことが望ましい。そこで、ここでは、 4-2-3で得られた横方向から見

た雪片の断面積(鉛直断面積)を用いて、体積はその断両横と同じ投影断

面積を持つ球の体積として求めた。こうして求めた体積は、例えば円錐の

場合、縦横の比が同じ場合、体積は球の方が大きくなるが、その差は数パー

セントのオーダーである1ただし、縦横の大きさの割合が、 8割以内では、

体積差が10パーセント以内、 7割では20パーセントと大きくなる) 0

このようにして、求めた体積を使って計算した雪片の密度を、大きさを横

軸にとってグラフ化したのが図4-5-1　　-5-2である。ここでの

大きさは、縦と横の平均値を用いた。どのタイプも、雪片が大きくなるに

したがって密度が小さくなる傾向は同じであり、その回帰式を同図に示し

た。回帰式から0.5cmの大きさの雪片の密度を求めると、雲粒の少ないAタ
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イブでは0.039gr/cm3、 Cタイプでは、 0.054gr/cm3となり、また大きくなると

その差は小さくなる。このように雪片の密度は大きさとタイプを指定して

はじめて論議できるものであることがわかる。



図4-5-2　大きさと(縦と横の大きさの平均)と密度の関係

(A、 Cタイプ)

(記号は図4-4-1に同じ)



大きさdに対する密度αの関係は、 Bタイプの濃密雲粒付雪片に対して

は、　do81-0.027であった(ちなみに、縦横比が8割以内のものについて

求めると、　dO73-0.029であった) o雪片の大きさが大きくなるとその密

度が小さくなる傾向は、 MagonoandNakamura20)も兄いだしており、その関係

式を　d2=0.02としている(図　6)この式は、本研究で求められた

関係より、大きさに対する依存が急激であるo彼らの場合は、滞れ雪も同

時に扱っていてその影響が強いように思われるo

図4 -6　MagonoandNakamurが0'による雪片の大きさと密度の関係
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彼らの論文の図(図4-6)をみても、大きな乾いた雪片の密度の分布は、

回帰曲線より上方へずれて分布している傾向が読みとれる　Jiustoand

Bosworth36)は、 Magono and Nakamuraの結果から、濡れ雪の影響を取り除いて、

かつ大きな雪片で密度が大きくなるように修正した式　　d2-0.034を提案

した。しかし、いずれも密度の大きさに対する依存性はd・2であり、ここで

得られた結果よりも急激な依存性をもっていることにはかわりない。これ

には、体積の推定方法の違いとともに、ここであつかった雪片が0.5cmより

大きいものがほとんどであり、密度の大きい小型の雪片の観測例が少ない

ことも影響しているものと思われる。

いずれにしても、大きさが0.5-2cm程度の雪片の密度は、 0.01-0.1gr/cm3

に分布し、 3-6で求めた落下後の雪片の密度よりやや小さめであり、オー

ダーでは同じ程度である。また、雪片が大きくなるにしたがって密度が小

さくなることは、併合によって大きさが増すにしたがい、隙間の多い構造

がつくられやすいことを示唆している。

4-7　鉛直断面積と質量の関係

鉛直断面積と質量の関係を図4-7に示した。同園には、 Bタイプの回

帰曲線とSasyoand Matsuo37)が得た関係式を表す曲線も示した。後者の場合は、

雪片を下から見たときの断而積であるから、水平断両横と質量の関係を表

している。

測定された値が分布する範囲では、後者の曲線が今回の回帰曲線の下側

にきていて、同じ質量を持つ雪片では、水平断面積の方が、鉛直断両棲よ

り大きいことを表している。今回のBタイプの雪片の質量の平均値8.1mgに

対応する面積をそれぞれの回帰式から求めてみると、鉛直断面積が51.2mm2、

水平断面積が76.9mm2となり、鉛直断面積が水平断両横のおよそ3分の2程

度になる。ただし、両者の式では、質量の面積に対する依存性が違うので、

上記の割合は重さによって変わってくる。

質量と断面積の関係をみると、今回の結果では、 Sのべき数が1に近く、

質量がほぼ鉛直断面積に比例していることを表している。これに対して、
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となり、ほぼmがSに比例する関係が得られる。

以上の結果から、質量と鉛直断面積の関係の中に、密度の大きさに対す

る依存性が反映していることが分かる。

4-8　　最大粒径と質量の関係

密度が大きさによって変わることは、質量と最大粒径の関係にも表れて

いる。図4-8は、最大粒径と質量の関係を示したものである。



ここで最大粒径は、測定した縦と横の大ききのうち、大きい方をとって最

大粒径とした。図から、質量は最大粒径のほぼ二乗に比例していることが

分かる。雪片の体積は、大きさなど長さの三乗に比例して増え、密度が一

定ならば、質量も長さの三乗に比例して増えるはずである。しかし、そう

ならないのは、前に述べたように、密度が大きさの-0.8乗程度に比例して4、

さくなることが反映していると考えられる。

Mitchelletal.38)は、今回の測定範囲より小さい、 0.2-4.8mmの雪片

(aggregates of fragments of heavily rimed dendritic crystals)について、質量m

(mg)と最大粒径dm (mm)の関係を求め、

m=0.034 d m2.0 (4-7)

の関係式を得ている。今回の結果とm=0.088dm19 (Bタイプ)比べると、傾

きはほぼ同じであるが、係数が小さい。これは、彼らの場合は、落下後の

粒子の大きさを測ったものであり、彼らも論文の中でも述べているように、

当然空中の場合より広がっているから、 dmが大きめにでるためだと考えら

れる。

4-9　　レイノルズ数と抵抗係数

測定によって得られた速度や質量、大ききからレイノルズ数と抵抗係数

を計算することができる。すなわち、レイノルズ数Reは、 Re- (d・V)

/リの式から求めるo　ここで、 dとして、落下方向に対して垂直の横の長

さ(W)をとった.リは空気の動粘度で、 0℃の時の値1.33×lO'crrr/Sを用

いた。

また、抵抗係数は、雪片が終速度で落下する場合に重力と空気抵抗が釣

り合っていると考えて、次の式から求めた。

mg- (1/2) pV2cs　　　　　　　　　　　(4-8)

ここで、 mは粒子の質量、 pは空気の密度で1.29×103g/cm3、 gは重力加
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速度、 Vは落下速度、 C。は抵抗係数、 Sは断面積である。ただし、ここで

は、浮力は重力に対して小さいので無視している。 Sは、雪片の横方向の

長さWの直径をもつ円と考えてS=7T X(w/2)2として求めた。このようにし

て得られた個々の雪片のレイノルズ数R eと抵抗係数C。の関係をBタイプ

の濃密雲粒付雪片について示すと図4-9-1-4-9-2のようになる。





レイノルズ数は、 300から2500の範囲にあり、その時のC。の値は、ばらつき

が大きいものの、多くは0.4程度から1.3の間に分布する。この範囲のレイノ

ルズ数における球体の抵抗係数が0.44、円柱のそれが1前後で、後者はレイ

ノルズの増加とともに低下するので(図4-10) 、雪片の抵抗係数は、

およそ球から円柱の値の間に分布するといえる　MagonoandNakamura2'一一が採

用した値の1.3は、やや大きめの値であったが、大きくずれていないことが

わかる。

図　10　球や円柱の抵抗係数とレイノルズ数の関係

d中林功一ら著「流体力学の基礎(2) 」より
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4-1 0　落下速度と諸物理量の関係

以上によって雪片の落下速度に関係する諸物理量間の関係が求められら

れたので、落下速度を表す式V=kDnの導出について以下で検討を行うo

この式の導出は、すでにFujiwara34)が行っている。彼は、 C。がレイノルズ

数のS乗に比例する、すなわち、

の関係式が得られる。ここで、 Fujiwaraは、 Sとして、雪片の場合は1/4を使っ

ているが、 4-9で述べたように、 C。はレイノルズ数の増加に対してわず

かであるが小さくなる傾向が見られ、その傾向はこの仮定と反対である。

したがって、 nを抵抗係数C。のレイノルズ数に対する関係からのみ説明す

ることには問題がある。問題の原因は、式(4-12)にある。式(4-

12)には、雪片の密度♂が入っているが、前にも述べたように密度は大

きさによって変わるので、 αはまたDの関数でもある。
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そこで、ここでは、式(4-1 1)にもどって、 dを密度に置き換えず、

dとDの関係を次の式の形として、直接測定値から求めることにする0



値は漉密雲粧付雪片(Bタイプ)のものである。回帰曲線は全てのタイプ

について示したo雲粒付の度合いが大きくなるにしたがい、q、 rとも小さ

くなることがわかる。

ここで、 (4-13)式を(4-ll)式に代入すると、次の式が得ら

れる。

のようになる。ここで、 q、 rは、図　　1 1の回帰式から直接求められ、

aとSは、図4-9-1に示した回帰式と　R e- (d　・V) /リの関係、

および式　4-9)から求めることができる。

こうして得られたa、 S、 q、 rなどの定数の値によって、 kおよびn

が各タイプでどのように変わるかを、それぞれ表4-3、表4-4に示し

た。
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表4-3のkについてまず検討する。 Sは雲粒付着度が大きくなるにし

たがい、わずかながら大きくなる(負で絶対値が小さくなる)傾向があり、

kの分子のべき数を小さくすることを通じて、 kを小さくする。一方、 a

は、雲粒度付着度が大きくなると/j、さくなるので、 kの分子を大きくする

方向に働く。 Sとaの雲粧付着度に応じた大小関係は、 kの分子の値に対

してはそれぞれ逆のセンスではたらき、結果としてkの分子は付着度が小

さいほど大きくなるが、 Sが大きく違わないために、大きな差にはならな

い。そして、分母のqが、雲粒付着度が大きくなると小さくなるので、最

終的には、 kは雲粒付着度が大きいほど大きくなるという結果になってい

る。

次に表4-4でnについてみると、雲粒付着度に応じて、 Sはnをわず

かに小さくする方向に働くが、 rが付着度が大きいほど小さくなるので、

最終的なnは、付着度が大きいほど大きくなる。

以上のよう、 kやnの値には、抵抗係数とレイノルズ数の関係によって

決まるaとSの催、および(4-13)式のqとrの値が関係しているこ

とがわかる。そして、後者については、 qやrが小さくなるとnやkは大

きくなる　(4-13)式は、落下方向に垂直な横方向の長さの融解直径

に対する依存性を表している。融解直径は、また雪片の質量を反映してい

るので、 qやrが小さい雲粒付きの度合いの大きいタイプの雪片では、図
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4-11の回帰曲線の傾向からもわかるように、質量の大きい範囲で、横

方向の大きさ(d)が、他のタイプより小さくなる。すなわち、重くなる

割に、大きさが大きくならないことが、落下速度を大きくする要因となる

ことを表している。

ただし、ここで得られたnやkは、観測結果より大きな値である。これ

は、雪片の水平断面を横方向の長さdを直径とした円で近似することや、

ばらつきが大きい抵抗係数とレイノルズ数の関係を一つの回帰式で代表さ

せることによる実測からのずれなどが、 aやSの値に反映している結果で

あると考えられる。

4-1 1　降雪粒子の降水運搬能力

降雪粒子の大きさと質量、そして落下速度がわかると、 1個の降雪粒子

が運ぶ水の量がわかる。ここでは、それを降水運搬能力　と名づけて、各種

の降雪粒子について見積もってみようと思う。降水運搬能力は、単位時間

に1個の降雪粒子が運び得る水の質量と考えると、それは、その粒子の質

量m (g)と落下速度V (cm/sec)の積で表される。これに空間密度を掛け

ると、単位時間、単位而積にもたらされる降水の量が、重さとして得られ

る。

図4-12は、雲粒付雪片の各タイプ、あられ、および樹枝状の結晶に

ついて、降水運搬能力を計算したものである。雲量付雪片は、本研究で得

られた回帰式に基づいて求めた。また、あられについては、質量はNakaya17)

m=0.065d3の式(ただし、この式では、 mはmg、 dはmm)から、また速度は、

V=1.2d-" (ただし、この式では、 Ⅴはm/sec∴dはmm)を使った39.)樹枝

状結晶では、質量は(3-6)式を、落下速度はNakaya17)の31cm/secの-定

借を用いた。大きさの小さい領域では、あられの降水運搬能力が大きいが、

5mmを越えるものはあまりないので、範囲を限定して示してある。これ以上

では、電という飛び抜けて運搬能力がある降水粒子が存在するが、一般的

ではないのでここでは触れない　　mm程度のあられと1-^1.5mmほどの

雪片では、ほぼ同じ降水運搬能力があることがわかる。また、雪片のそれ
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は、単体の雪結晶に比べて、もちろん大きいが、雪片の中での雲粒の効果

は、 1cmを越えないと現れてこないことなどがわかる。



4-1 2　まとめ

この研究では、雲粒付雪片の落下速度を求めるにあたり、落下に関係す

る物理量をなるべく正確に求められる.ように測定系を工夫している。高速

のシャッタースピードを持つCCDビデオカメラによる雪片の撮影とその

映像のフレームごとの編集、画素数による投影面積の測定など、最近の技

術的な進歩を取り入れた。一方、個々の雪片を顕微鏡レベルで記録して対

応させ、その重さを直接電子天秤で測定した。後者の測定は、多くの人力

を要するものであったが、雪片の雲粒の付着度と落下を規定する諸量にな

るべく暖昧さを入れずに求めるための工夫である。

以上の結果によって、落下速度の正確な-測定のみではなく、雪片の形や

密度、質量と断面積および、最大粒径との関係、抵抗係数などについての

情報を、雲粒付き.の度合いに応じて得ることができた。また、落下速度と

融解直径の式に関する諸量間の関係を吟味することができた。

ここでは、個々の粒子に着目したために、空間密度などの集団としての

雪片の振る舞いを見ることはできなかったが、近年その研究が進みつつあ

る降雪粒子の大量処理の技術40)とあわせて、ここで得られた結果は、今後

の降雪粒子の研究に寄与できるものと考えられる。

また、雪片の回転や横へのずれなどの運動について論じなかったが、記

録された映像にはこれらの運動が多く映っている。その解析は、今後の課

題としたい。

第3章、第4章を通じて、暖候地降雪を特徴づける雪片の実体とその落

下運動について述べたが、特に「重い雪」を形成するのに雲粒が大きな役

割を果たしていることが明らかになった。それは、雲粒が付着することに

よって、降雪粒子の密度を大きくすることによるものである。さらに、雲

粒は雪片の落下速度を増加させることにも寄与し、その両方をあわせて降

水運搬能力を増加させ、北陸地方の「大雪」や「どか雪」の大きな要因と

なっている。

近年、こうした雪による災害の克服のために、大雪時の降雪機構の解明

やその予測に、衛星やレーダーなど新しい観測技術が使われるようになっ
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た。しかし、新しい技術が導入されたから、それで問題が解決されたわけ

ではない。これらは、地上での降雪粒子の連動の実態の把鐘と同時に行わ

れてはじめて大きな威力を発揮するものである。本研究は、そのような観

点で行われ、ここで得られた雲粒付雪片に関連する諸結果は、今後の降雪

機構の解明に役立つものと期待される。



第5章　湿り雪の現象論

5-1　はじめに

北陸地方で「湿った重い雪」という時、それは降雪にも積雪にも使われ

る。降雪も0℃付近で起こっているので、しばしば巽も含め、水を含むぬ

れた状態の雪が降ってくる。しかし、大雪や「どか雪」と言われる、一度

にたくさんの雪が降る時は、寒気が入り気温も低く、一般に雪は乾いてい

る。重い雪の印象は、前の二幸で述べた雲粒の付いた雪片やあられによる

ものである。それに対して、これらの降雪粒子が堆積し積雪が形成される

と、その積雪は、雪が降っていて寒冷な時や、放射冷却によって地表が冷

やされる時を除き、大方0℃以上の気温にさらされるのが北陸の平野の雪

の特徴である。

積雪は、一般に降り積もった時期とその後の履歴を反映して、幾層かの

異なる層から形成されている。雪氷学では、その各層の雪の質を規定する

言葉として、雪質というものを定義している(表5-1)　「しまり雪」

や「ざらめ雪」などは、その雪質を表す言葉である41)　その時に、その雪

が水を含んでいる場合、 「ぬれ」という接頭語をつけて、 「ぬれしまり雪」

などと呼ぶ。このよう8.=して、積雪内の各層は雪質をとおして、ぬれてい

る状態と乾いた状態とを区別している。しかし、積雪全体についての乾湿

の状態を表す言葉はない。そこで、本章の表題に使った「湿り雪」という

言葉を仝層がぬれている積雪全体をさすものとして使うことにする。すな

わち、湿り雪は、積雪の全層にわたって、水と氷の共存状態にある積雪で

ある。

北陸地方の平野の雪は、厳冬期もこの湿り雪の状態なので、一冬期間を

通じて湿り雪で特徴づけられる積雪地域である。このような湿り雪がどの

ような過程で一生を終えるかを明らかにすることが、この事で展開する湿

り雪の現象論の目的である。
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5-2　積雪の変化の一般論

湿り雪の変化の観測結果を見る前に、積雪の変化の一般論について簡単

に触れる。積雪は降り積もったばかりの新雪の段階にとどまらず、絶えず

変化を続けている。降り積もったばかりの新雪は、雪の結晶の鋭くとがっ

た部分を残しているが、融解を起こさない0℃以下の温度のもとでも、蒸

気圧の違いによって、とがった部分は次第に丸みをおびた粒子になる。さ

らに互いに触れあった部分に結合が生じ(焼結) 、そのつながりの構造も

変化する42)このような雪を構成する氷粒子の変化を変態(metamo叩hism)

と呼んでいる。変態によって形成される雪の層は、その組織の特徴から表

5-1に表されているように、いくつかの雪質に分類されている。

実際の積雪の内部では、変態過程の進行に伴い絶えず雪質の変化が生じ

ている。図5-1は、積雪内の各層がたどる雪質の変化の過程を示したも

のである。

積雪の変態系統図(日本雪氷学会1960より)
水にぬれると、太い線で示したように急速にざらめ雪に
変化する.湿り雪で多くみられる変化である.
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一般に新雪から始まり、こしまり雪、しまり雪、そしてざらめ雪へと変化

していくが、積雪が水を帯びると、どの雪質からも急速にざらめ雪にかわ

る。暖候地の積雪の特徴は、厳冬期にも絶えず融雪が生じるので、積雪内

は常に融雪水を帯びる可能性をもっているところにある。したがって、湿

り雪を構成する各積雪層の雪質は、どの段階からもざらめ雪変わる可能性

があり、図5-1で太線で示した変化が、その.ような変化を表している。

5-3　湿り雪の断面観測

筆者らは、北陸平野部での積雪特性を明らかにするために、 1980年から富

山市の平野部での積雪断面観測を行っきた43)　一般にこのような観測は、

全国で耗-的に行うために、例えば5のつく日などにとびとびに行われる。

しかし、この地方の積雪の変化は速く、そのような観測の仕方では、変化

の様子を追うことができない。そこで、変化の速い湿り雪を調べるために、

特に1983年の1-2月かけて、ほぼ、毎日積雪の各層を追って観測した。観

測の項目は、積雪深、積雪の層構造、雪温、粒度、密度、硬度、含水率、

全積雪水量、平均密度である。このうち、積雪の層構造の変化、密度と硬

度と含水率の関係などに着目して、湿雪の構造を規定する巨視的な物理量

の変化の特徴を明らかにする。積雪は、年ごとに大きくその様相がかわる

が、これらの観測を総合すると、湿り雪の振る舞いには、それ独自の特徴

を兄いだすことができる。結果を示す前に、積雪層の硬さや含水率などの

測定方法について述べる。

5-4　積雪の物理量の測定法

1)密度

雪は氷粒子からなっているが、氷粒子以外の空間は空気が占めている。

したがって、積雪の密度は、氷そのものに比べはるかに小さい。密度は、

スノーサンプラーと呼ばれる積雪から一定体積の雪を切り出すことのでき

る用具で雪を取り出し、その重さを測り、取り出した体積で除して求める。
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2)硬度

雪の硬さを規定する量である。積雪の各層の硬度は、一般的には木下式

硬度計44)を用いて測定される。その測定の仕方は、図5-2で示すように、

積雪層の上面に置いた硬度計で、一定の高さから重りを落とし、その結果

どのくらいの深さ硬度計が雪にめり込むかを測ることによって行う。この

時木下式硬度Rは、押し込められる時の雪の抵抗力(単位面積当たり)と

して定義される。すなわち、重さMkgのおもりを高さhcmから落とした時

に面積Sの円板が、 dcmだけめり込んだとすると、測定器自体の重さをm

kgとすると、雪を圧迫するために測定器全体が雪にした仕事は、 M(h+d)+md

である。一方雪は、単位両横当たりR抵抗力をもつので、 R S dが雪が

それに逆らって測定器の衝撃を受け止めたことになり、両者が等しいと置

いてRを求めると、

で表される。

硬度は、この他にラム硬度というもの

があり、積雪の全体の硬度を測定する場

合に用いられれる。これについては、第

6章で触れるので、ここでは取り上げな

い。

図5-2　木下式硬度計による硬度の測定法
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3)含水率

積雪は雪粒子と空気、その他にぬれている場合は水を含んでいる。含水

率は、積雪の質量の内の水の占める割合(重量比)であり、一般には百分

率で表される。含水率の測定は、熱量式含水率計が一般的であり、その原

理は、雪をとかすことによって消費される熱量が、雪の質量のすべてが氷

である場合と、その一部が水である場合の差を検出して求める。秋田谷4')

が開発した含水率計は、断熱体で囲まれた容器の中へ、重さMlg、温度Tlの

お湯を入れ、そこへ質量M2のぬれ雪を入れる。そして、両者をまぜあわせ

て雪をすべてとかし、平衡に達する温度T2を求めて含水率W%を得るもの

である。ぬれ雪の温度は0℃であるから、氷から水への融解の潜熱79.6cal/gr

として、両者の得た熱量と失った熱量を等しいとおくと次の式が得られる。

5-5　湿り雪を特徴づける層構造の変化の基本形

図5-3は観測によって得られた層構造の変化である。暖候地の積雪は、

上部積雪からの融雪水の浸透流下が起こるので、積雪層の変化が乾雪にく

らべて速い。そして、雪が水を含むことによって、ざらめ雪へ急速に変化

(「ざらめ化」と呼ぶ)していく。ざらめ化が激しいために、雪が圧密を

受けて密度も硬度も大きいしまり雪に変化する前に、ざらめ雪へと変化し、

密度の大きいしまり雪がみられないのが大きな特徴である。

観測の結果から湿り雪の変化の基本的な過程を兄いだすことができる。
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それは、図5-4にまとめて示したo初期の積雪は、新雪が暖かい気温の

もとで急速にざらめ雪に変わり、まとまった降雪後のざらめ雪の層は、こ

の後の根雪期間を通して積雪の最下部を構成する。中期は最も寒く積雪も

多い頃であるが、暖候地では気温の上昇、日射、雨などの融雪を促進する

要因が多く、下部のざらめ層の他に上部にも融雪水によるざらめ層ができ、

融雪水の一部は下部へ流れる。こしまり雪ないししまり雪は、まとまった

降雪によって形成された厚い積雪層がある場合にはじめて上部と下部のざ

らめ層にはさまれた、比較的水におおわれることが少ない部分に発達する。

上部からの水の浸透は一棟に起こらず、部分的にかたよって起こる。その

ような部分は「水みち」と呼ばれ、しばしば雪えくぼの凹部に発達する。

水みちができるとそこの雪粒子は粗大化し保水力が失われるので、ますま

す水を流しやすくな。・るo

図5 - 4　　　　湿り雪の層構造の変化の過程
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~方、氷を覆うミクロン程度の薄い水膜を、ほぼ一棟に水が流下する皮膜

流下もおこるが、水みちによる流下量に比べて小さい。吉田45'は、水路流

下の速度は、 1cm/sec程度、皮膜流下の速度はKTcm/sec程度と見積もってい

る。すなわち、 1000倍もの差があるので、水の移動を水路流下にのみに限っ

て話を進める。水路にそって流下した水は、一部水平方向へも広がるO積

雪層の雪粒子の大きさは一棟でなく、粒度が細かい保水力の大きな層には、

流下した水が選択的に広がる。その結果、真冬の湿り雪の層構造は、まと

まったざらめ雪の層の間に、薄いざらめ雪の層が混入し、また水みちの存

在もあって、水平方向にも一棟でない複雑な様相を呈するのが特徴である

(図5-4の中期) 。実際の湿り雪は、図5-4のパターンを基本にして、

その上に時間的にずれた同様の型が繰り返されるような成層構造をとるこ

とになる。

5-6　密度・硬度・含水率の変化

連続的な観測によって、ある注目する層の雪質の変化とともに、その層

の力学的な諸性質をあらわす諸量、すなわち密度・硬度・含水率などがど

のように変化していくかをみることができる。図5-5は、四つの別々の

雪の層について、雪質の変化とともに力学的な諸量がどのように変化する

かを示したものである。 。さらに、図5-5の中から二つの典型的な変化

を示すものをとりだしたのが図5-6であるO　図5-6でAが示す過程は、

ある程度まとまった積雪があり、積雪の中間にこしまり雪あるいはしまり

雪を形成する場合に、その中間の雪の層がたどる過程である。この場合は、

新雪からしまり雪へと圧密されるに伴い、連続的に密度・硬度とも増加す

る。圧密は、融雪水の浸透に~よるざらめ化が生じるまで続くが、その期間

は一般にきわめて短い。この場合のしまり雪の含水率は、ほぼ3%前後で

あり、融雪水の浸透により、含水率10%前後のざらめ雪へと変化する。 Bは、

積雪が少ない場合、または積雪の上部の融雪水におおわれる層のたどる過

程であり、しまり雪へ圧密化されることなくざらめ化が起こる場合である。
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きわめて結合力の弱い雪のまま、ざらめ雪へと変化する。実際の雪では、

A、 Bを両極端の典型として、その中間的な過程をたどるものも多い。こ

こで、この項で述べたことをまとめたものが表5-2である。なお、図5

-5のA、 Bは、表5-1のA、 Bと対応している。 Bの場合の積雪の上

部の雪は、図5-3からわかるように、硬度のきわめて小さいものである。

このような雪については、日射の吸収によって、結合力の弱い脆弱な雪が

できることが、和泉47)48)の実験的な研究でも明らかになっている。

5-7　密度・硬度・含水率の関係

前にも述べたとおり、この地方やは積雪はほとんどぬれた状態で存在す

る。したがってこれらの雪の力学的諸量を測定することは、一地方の積雪

の特性のみならず、ぬれ雪一般について諸性質を知る材料を集めることに

もなる。

表5-2　湿り雪の新雪がたどる変態過程
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ぬれ雪の力学的性質に関しては、ぬれ雪の硬度についての和泉他49)による

新潟・北海道の積雪についての報告があるので、同じ方法を用いて比較検

討を行った。まず、図5-7に測定した雪の密度と硬度の関係を雪質別に

示した　5-5で述べたように、融雪水の浸透が顕著なために、充分に庄

密化されることなくざらめ化が生じるので、しまり雪の発達が悪く、密度

・硬度とも小さいこしまり雪がほとんどである。また、図からは、新雪か

らしまり雪へと連続的に連らなったグループと、それとは断絶した含水率

10%前後のざらめ雪のグループのあること、さらにざらめ化によって密度は

増加しても硬度は低下していることなどがわかる。

図5-7　測定された湿り雪の密度と硬度関係
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次に、和泉らによって行われた密度と硬度と含水率に関する重回帰式と

同じ形のものを求めてみた。式は次の形のものである。

ここで、

R :木下式硬度(gr・wt!cm-)

W :含水率(%)

pd:乾き密度(gr/cm3)

a, b, cは係数である。

和泉らによる新潟と北海道での値と比べたのが表5-3である。含水率

に対する相関が低いが、式の係数はほぼよくあっていることが分かる0

表5-3　重回帰式の定数

-88-



乾きしまり雪の例として、数河高原での値を入れたものを図5-8示した

が、乾いたしまり雪の場合は、 R=10Vでよく表される。湿り雪の硬度も、

大きくは密度に依存するが、含水率の増加によってわずかに低下している

ことががわかる。そして、水を含んだざらめ雪は、しまり雪とは別の分布

を示し、これらの雪の間で大きく力学的な性質が異なることを表している。



5-8　粘弾性体としての雪

木下式硬度は、雪の瞬間的な衝撃に対する抵抗を表すものであった。一

方雪は、ゆっくりとした力で圧縮すると、塑性的にひずむことが知られて

いる。積雪は時間の経過とともに自重によって、その厚さを減じ密度は増

加する。小島50)は、密度範囲70-500kg/m3の自然積雪を調べ、密度の増加が

積雪の粘性圧縮によることを明らかにした。

雪は一般に図519に表されるようなフォークト模型とマクスウェル模

型が直列につながった粘弾性体である。したがって、その一般的な変形の

式は、歪みを亡(t)として、

図5-9　雪はフォークト模型とマクスウェル模型で表される粘弾性体

グラフはW.1Rをかけた時の罰壬み曲線
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そして、最終的にはヮIで表される変形が不可逆であり、積雪の庄密を支配

することになる。このヮIを積雪の圧縮粘性係数と呼ぶ。そしてその求め方

にはいくつかの方法がある。

1) -軸圧縮試験から求める方法

これは、積雪層から均質な層を取り出して、その-軸圧縮試験から求める

ものである。例えば円柱状の積雪に一定の荷重をかけてその変位をみると、

一般に前の図のような変位をみせる　B-Cの範囲は、定常クリープの領

域である。歪み速度が一定であり、歪みが荷重に比例している額域で、粘

性係数ワはグラフの傾き、すなわち、

として求められる。ここで、 Pは雪にかかる単位面積当たりの加重である。

ただし、これは横方向に歪みが生じない場合の係数で、側面の拘束のある

場合の圧縮粘性係数ワ'と次のような関係があるo

ここで、 Pはポアソン比である。ただし、 pは密度0.3gr/cm3以下の雪にたい

しては、 0.1以下であるので、甲とヮ'はほとんど等しいと考えてさしつか

えない51)
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2)雪の層の厚さの変化から求める方法

注目する積雪の時刻tにおける厚さをh(t)として、その層がその上に積もっ

ている積雪の圧力P(t)によって、 dt時間にdhだけ縮んだとすると、歪み速度

亡は、

であるo　したがって粘性係数甲は、

で与えられる。

このようにして、雪の層の厚さの変化から粘性係数を求める方法もある。

5-9　湿り雪の圧縮粘性係数

圧縮粘性係数は、小島が北海道の自然積雪を中心に、篠島51)が実験的な研

究によって明らかにした。しかし、湿り雪、特に自然積雪の湿り雪につい

ての測定例は極めて少ない。それは、湿り雪の粘性圧縮係数を求める場合

には、次のような困難な点があるからである。自然の積雪の層の厚さの変

化から湿り雪の粘性係数を求めようとすると、上部からの融雪が激しいた

めに、積雪組織が速く変わってしまい、層厚の変化を追えないという点で

ある。また、実験室で圧縮試験を行うには、中に含まれる水が凍らないよ

うに、 0℃の恒温状態をつくらなければならず、これも実践的には多くの

困難を含んでいる。また、雪に水を含ませて任意の含水率の積雪を作った

としても、それが自然積雪と同じ組織になるかの保証はないなどである。

そこで、本研究では、自然積雪を採取して、野外の0℃近傍の気温下で、

-軸圧縮試験を行う装置を作り圧縮粘性係数を求めた。求めた粘性係数は、

ぬれしまり雪のものであり、その含水率は3-5%の範囲であった。

-92-



5-9-1　測定の方法

装置は、野外で測定を行うために、移動できてかつバッテリーで駆動で

きるようになっている。野外の自然積雪から、しまり雪を取り出し、その

ブロック(直径10cm、長さ12cm)に重りを載せ、無拘束-軸圧縮を行うも

のである。図5-10に測定系を示した。積雪の長さの変化を差動トラン

ス型の変位計で検出し、それを電磁オシログラフに記録するものである。

雪の両端を挟む板は、野外の気温が高い場合に雪を両端からとかすことに

なるので、あらかじめドライアイスとともにアイスボックスに入れて冷や

しておいた。測定時間は、数分間である。図5-1 1には、試験のようす

と雪採取風景を示す。

差動トランス型変位計

雪

図5-1 1圧縮粘性係数の測定系
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5-9-2測定の結果

測定は、同じ積雪層と思われる部分を数回測定したが、かなりのばらつ

きがあった。また、積雪は深さ方向にとったので、その上端と下端では密

度が違うが、ほぼ真ん中の高さの密度を資料の密度にした。前にのべたよ

うに、湿り雪層は、ざらめ化が激しく、まとまったしまり雪の層はなかな

か採取できない。最近の暖冬傾向も手伝い測定された範囲も回数も少な'い

が、図5-12のような結果になった。

図5-12　湿り雪(含水率数パーセント)の圧縮粘性係数
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小島、篠島とも圧縮粘性係数クは、ワ-Aexp(Bp)の形になることを示

しているので、得られた結果をこの形に書くと、

ワ=1.33・106exp (21.9^) (5-1 1

となる。

小島は、粘弾性係数が雪の温度Tにも依存するとして、

ヮ-1.42 - 106exp (21.0,0+0.1681 T |) (5-12)

の式を得ている。この式は、一般に雪温はマイナスのものについての結果

であるから、雪の温度が0℃である湿雪の場合に最も粘性係数が小さい、

すなわちひずみ易いことをあらわしている。小島の式で、 T=0としたもの

をグラフに載せたが、今回得られたものきわめて近い値を示している0

1 0　湿り雪の中の含水率数パーセントのしまり雪について

木下式硬度で測った湿り雪の中のしまり雪の硬度、そして粘性係数、い

ずれも、乾き雪に比べて小さくなる傾向にあった。しかし、どちらの場合

もその傾向は、乾き雪の性質をいわば外挿して得られる範囲になっている。

とれは、しまり雪に水がもっと供給され、ざらめ雪にかわった場合の各物

理量のドラスチックな変化に比べてわずかな変化といってもよい。すなわ

ち、数パーセントの含水率の雪は、乾き雪からのわずかな変化にすぎずな

いことを表している。

一方、若浜52)は、水を含んだ雪の変態過程を調べたが、その場合も含水

率数パーセントのしまり雪では、わずかに雪粒子の粒径が大きくなるのに

対して、水に浸ったしめり雪の場合は、急速に粒径は増加し球形化したこ

とを述べている。対馬53)54)は、水に浸った雪粒子の租大化を、水と氷とが

共存する場合の氷粒子の表面の曲率の差による平衡温度の違いで説明した。
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これらは、完全に水に浸った場合であり、わずかにぬれたしまり雪つい

ての結果ではない。しまり雪がざらめ雪にかわる場合には、どれくらい水

が必要なのか、また数パーセントの含水率のしまり雪の状態とはどのよう

なものか、そしてなぜ力学的な強度が低下するのかを氷粒子レベルで説明

する考え方はまだない。

5-1 1　まとめ

本章では、まず積雪全体がぬれている状態を表す「湿り雪」を定義した。

そして、その層構造の変化の基本的な過程、さらには、密度や硬度、含水

率などの力学的な諸量の変化に着目して、それらの諸量間の関係を明らか

にした。本章の意義は、 「湿り雪」の生成から消滅にいたる過程での、巨

視的物理量の振る舞いを明らかにしたことである。

一方、湿り雪の中で起こる雪粒子レベルの現象には、まだ多くの解明さ

れていない問題が残っている。例えば、ざらめ雪の間に挟まれたしまり雪

の層の含水率は数パーセントであり、含水率測定の誤差と同程度等である。

このわずかの水は、雪とどのように共存しているのだろうか。さらに、ざ

らめ化の過程で生じる雪粒子の租大化について、実際の水飽和でない雪粒

子についての研究などが残されている。湿り雪の粒子レベルの解析の困難

な点は、水と氷の共存、すなわち融点直下であるという点である。したが

って、 0℃を上回っても下回っても水と氷の共存関係が失われるという点

で、実験的研究の難しさがある。

ここでは、湿り雪の中で起こるミクロのレベルの現象については触れず、

バルクとして現れる力学的な性質を中心にその一生を記述した。そういう

意味で、本章を現象論と名づけた。
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第6章　日本の積雪の堆積環境の気候学的な考察

6-1　はじめに

第5章では、湿り雪の現象論を述べた。その本質は、上部からの融解に

よる水と氷との共存、すなわち積雪の全層が0℃の積雪である。ここでは、

そのような積雪が卓越する地域を明らかにするとともに、それに対象的な

乾いた雪が卓越する地域を含め、日本の積雪地帯をその堆積環境の違いか

ら大きく三つに、両者の中間的な性格をもつ埠域を含めると、計四つの地

域に分ける試みを行う。南北に長い日本列島の積雪の様相は多様であり、

それ故に各地でその地方の雪の特徴を調査することが行われてきたが、本

論で展開する気候学的意味での日本の積雪の堆積環境の区分は、この分野

の新しい試みである。

6-2　これまでの研究と本研究の目的

多様な日本列島の雪環境を地理的にまとめたものには対馬55)の研究があ

る。そこでは、北海道をLもざらめ雪としまり雪で、東北地方をしまり雪

とざらめ雪で、北陸地方をざらめ雪で特徴づけ、日本の積雪の地域的な特

徴を3タイプに分けている。また、中村56)は、日本列島の北から南の4都

市と蔵王の山岳地帯でのほぼ同時期の積雪断面観測から、図6-1のよう

な結果を示し、南北の気温差による積雪の層構造の違いを明らかにしてい

る。河島他57)は、 1986年2月に日本海沿岸地域で広域の積雪同時観測を行い、

日本海平野部の積雪の定量的な堆積環境区分を行った。また、北海道の積

雪の地域特性については、秋田谷・遠藤58)59)が特にLもざらめ雪の発達す

る地域に注目して、数年間にわたる調査の結果からその分布を明らかにし

ている。さらに、本州におけるLもざらめ雪については、推定式をもとに

観測を行い、全国における分布域を推定した60)

これらの広域での積雪特性を明らかにする諸研究を概観すると、積雪特

性を観測などから求める場合は、その結果が定量的で具体的であるという
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図6-1　ほぼ同時期の日本各地の積雪断面構造の違い56)
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利点を持ちながらも、その地域や時間が限られるために、気候的な特徴を

抽出するにいたらない場合が多い。一方、日本全体の積雪環境を気候的に

見たときは、生活実感を反映したわかりやすさがあるが、積雪特性の客観

的な基準がないという問題を含んでいる。また、起伏に富むわが国では、

同じ地域でも標高によって雪の特徴は異なり、北陸的な雪から北海道的な

雪まで分布することも多い。しかし、これまでの研究では、標高に対する

雪質の追いを明らかにする基準は兄い出されていない。

こうした積雪の堆積環境を明らかにする研究の困難な点は、年毎による

雪の降り方の違いが大きく、積雪調査のみでは、その年の冬の雪の降り方

や気温の推移に左右され、その地方の気候学的な特徴を明らかにすること

がむずかしいことである。そこで、本研究では、第5章で述べた湿り雪の

卓越する「暖候地積雪」地域を「湿り雪地域」と呼び、その地域の積雪の

冬季全体の特徴から定義することにした。次に、それより気候的に寒い地

域を「乾き雪地域」とし、さらに乾き雪地域の中で、特にLもざらめ雪が

発達しやすい地域を「Lもざらめ雪地域」として分類した。また、湿り雪

地域と乾き雪地域を明確に区切らず、その中間的な性格の地域として、

「中間地域」をもうけた。このようにして、日本の積雪地帯の気候的な堆

積環境を四つに分ける試みを行った。区分の基準は、中部地方の積雪調査6り

によって求め、またそれを日本の積雪地帯に展開するにあたっては、気象

庁が国土情報整備事業により作成した全国1kmメッシュの気候値を使った。

6-3　メッシュ気候億

メッシュ気候値は、国土庁がまとめた国土数値情報をもとに、未観測点

の気候値を推定したものである62)基礎資料は、観測地点の気候催(累年

平均値)と地形因子である。観測された気候値と観測点の地形因子を数量

化したものの間で多変量解析を用いて重回帰式を求め、他の未観測点に適

用したものである(図6-2)

時間スケールの短い、時、日、あるいは旬単位の気象値は、地形の影響
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図6-2　メッシュ気候値の作成原理(気象庁観測吾l'62)より)

よりも、その時の気圧配置や擾乱の規模、経路などの影響されやすいのに

対して、長い期間の累年平均としての気候値は、地形要因によって説明し

やすいという点を考慮して作成されたものである。地図上での位置は、国

土数値情報の「標準メッシュ体系」によっている。すなわち、一定の緯度

経度で地域を網の目のように区分する方法であり。経度差1度、緯度差40分

で区画したのが第1次メッシュであり、それを縦横8等分したものが2次

メッシュ、三次メッシュはさらにそれを10等分した区画である。 1次区画は、

日本の中央部で80kmX80km、 2次区画は、 10kmXIOkm、さらに三次メッシ

ュでは、 1kmXlkmの区画になり、図6-3で示すように、 8桁のコードで3

次メッシュまでの区画を指定する方法がとられている。ここで用いた気候

値は、雪質を推定するために、月の平均、最低、最高の各気温の気候催、

月最深積雪の気候催、また雪環境のデータベースとして、その他に月降水

量を加えた。また、データベースには、国土数値情報のうち、標高データ

も加えた。

メッシュ気候債は、統計処理による未観測地での気候値の推定なので、

例えば気温で0.5-0.6℃程度の誤差を含むことや、山岳部に観測点が少
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図6-3　標準メッシュ体系(気象庁観測酢8'より)



ないことなどの問題点をもつが、現状では未観測点の気候値に関する均質

で一定のレベルの精度を持つデータである63)　したがって、現時点では、

この気候値が日本の気候を数量的に把振するもっとも標準的なものと考え

られる。

6-4　「湿り雪地域」と「乾き雪地域」の定義

雪は-冬季を通じてさまざまな気温のもとで降り積もるo例えば北海道

は気温が低いため、乾いた雪で特徴づけられるとしても、冬の始まりの雪

はまだ気温が高く北陸の湿った雪の様相を呈する。したがって、その地域

の積雪の特性を考えるには、ある時期の積雪の性質ではなく、 -冬季を通

じた積雪の性質を特徴づけなければならない。そこで、まず温暖な気候帯

で雪が降る「湿り雪地域」を「-冬季を通じて、積雪のほぼ全層が水を含

み、温暖変態過程が支配的な積雪(湿り雪)で特徴づけられる地域」と定

義する。すなわち、湿り雪地域の積雪は、その地方が1年の中で最も寒い

時期でも、雨や日射、あるいは気温の影響により、積雪の上面から積雪内

部に水が浸透し、積雪全層が0℃に保たれている湿り雪からなっている。

湿り雪は、第5章でも述べたように、上部からの融雪水の積雪内への浸透

が特徴であり、上部の融雪は、雨が降るか降らないかを含め主に気温によ

って左右され、雪の深さには直接には影響されないと考えられる。次に、

これより気候的に寒冷な地域を「乾き雪地域」とする。ただし、乾き雪地

域の中でも、寒冷で雪が比較的少なく、 Lもざらめ雪がよく発達する地域

を「Lもざらめ雪地域」とした。 Lもざらめ雪地域の推定法は後に述べる。

また、積雪観測による湿り雪地域と乾き雪地域の境界の気温の推定および、

メッシュ気候値が含む誤差を考慮して、湿り雪から乾き雪の境界領域とし

て両者の「中間地域」を設けた。

以上の定義からわかるように、これらの地域区分は雪質で表現された冬

の気候区分と言える。したがって、 「湿り雪地域」は、 「湿り雪気候区」

と言いかえることも可能であるが、一般の気候区のように1年を通じての
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気候的な特徴ではないので、ここではそう呼ばなかった。

6-5　湿り雪地域と乾き雪地域を分ける基準

筆者らは、 1982年から1987年の間、富山県富山市から岐阜県高山市にかけ

て、国道41号線に沿って積雪調査を行ってきた61)国道はほぼ南北に走り、

富山県側から南に調査を続けると、内陸に入るにしたがい気温は下がるo

気温が低下するにつれ、雪も北陸平野部に特有の湿った雪から乾いた雪に

なってくる。そこで、この地方が最も寒くなる1月の末から2月の初めに

かけて断面観測を行い、湿り雪の特徴を持つ地域と乾き雪の特徴を持つ地

点を求める。次に以下の手順にしたがい、湿り雪域と乾き雪域を分ける気

温の気候値を求める。

1) 1月の下旬から2月の上旬にかけて積雪調査を行い、積雪の仝層が0

℃でぬれていて、湿り雪の特徴をもつ地点と、雪温がマイナスの値`を持ち

積雪が、おおむね乾き雪からなる地点を明らかにする。

2)メッシュ気候値を利用して、観測地点の1月の平均気温の気候値を求

める。

3)湿り雪の特徴を持つ観測地点の中で、最も寒冷な(低い) 1月の平均

気温の気候値をもつ地点とその気候値を求める。また、乾き雪の特徴を持

つ観測地点の中で、最も高い気温の気候値をもつ地点とその値を求める。

4)最後に、メッシュ気候億を利用して、 1月の平均気温の気候値が前者

の気候催以上の値を持つ地域を湿り雪地域、後者のそれ以下の気候値を持

つ地域を乾き雪地域とする。その間の気候値をもつ地域は、中間地域とす

る。

調査は、図6-4a)に示した地点で5冬季行われたが、その中で真冬

の結果が記録されている3冬季分について、各地点の雪の乾湿の区別を示

すと図6-4b)のようになった1980年代の富山地方気象台と神岡観測所

-104-



図6-4　国道41号線に沿う積雪調査地城と雪質の違い
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の1月の平均気温を図6-5に示したが、この3冬季のうち1983年は平年よ

りやや高め、 1985,86年は平年より低い年であった。しかし、いずれの年も、

富山市から国道41号線に沿って、岐阜県吉城郡東茂住までは湿り雪の様相を

示し、同神岡町より内陸ではすべて乾き雪を観測した。図6-6はこの両

地点の3冬季の断面観測の結果である。そして、前者はメッシュ気候値の

1月の平均気温が、湿り雪地点の最も低い値0.3℃であり、後者は乾き雪地

域で最も高い-1.1℃であった。

以上のことから、 1月の平均気温の気候億が0.3℃以上の値を持つ地域を

湿り雪地域、 -1.1℃以下の値を持つ地域を乾き雪地域と考え、その間の気

候値をもつ地域を中間地域とした。

図6-5 1980年代の富山地方気象台と神岡観測所の1月の平均気温の推移
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図3　3冬期の東茂住と神岡の積雪調査結果
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6-6　Lもざらめ雪地域の推定

積雪が少なく寒冷な地域では、積雪の上部と下部に大きな温度差ができ、

積雪の下部から上部に向かって水蒸気の移動が生じて、雪粒子が霜の結晶

のようになる。このような雪をLもざらめ雪と呼ぶ。 Lもざらめ雪は、雪

粒同士の結合が弱く、さらさらした脆弱な雪であり、硬度がきわめて小さ

いのが特徴である。したがって、 Lもざらめ雪の推定は硬度を目安に行わ

れる。ただし、ここで述べる硬度は、 5章で述べた木下式硬度ではなく、

ラム硬度と呼ばれるものである。木下式硬度は、積雪の層ごとの硬度の指

標に用いられたが、ラム硬度は積雪全体としての硬度を表す時に用いられ

る。ラム硬度は、土質調査の貫入試験を模したもので、図6-7に示した

ように、積雪の上部からのような測器を積雪内に貫入させるもので、 Mkgの

重りをhcmの高さからn回落とした結果、積雪全体を貫入したとすると、

ラム硬度Rは、



秋田谷・遠藤58).59)は、北海道のしもざらめ雪地域を調査して、 Lもざら

め雪が発達する積雪では、この硬度が8kg以下であることを兄いだした。そ

して、さらに気温と雪の深さからラム硬度を推定する経験式を兄いだした。

それは、次のような式である。

すなわち、

となる地域をLもざらめ雪の発達する地域としている。　ここで、 Hlは、

1月と2月の最深積雪の平均、 H2は2月末の積雪裸である。 Tは、 1月と

2月の平均気温の平均であり、マイナス気温の場合のみを対象にし、その

絶対値である。

本論でも、この式に従ってLもざらめ雪地域を推定する。その際(6-

2)式には、それぞれ気候値を代入するが、気候値に2月未の積雪の深さ

はない。そこで、推定にあたっては、 2月末の雪の深さのかわりに、 2月

と3月の最深積雪の気候値の平均を用いた。すなわち、 (6-2)と同様

の形の推定式を使い、各変数には次のような気候値を用いることにした。

Hi: l月と2月の最深積雪の気候値の平均、

H。: 2月と3月の最深積雪の気候値の平均、

T : 1月と2月の平均気温の気候値の平均

である。

このようにして求めたしもざらめ雪地域は、 1月と2月の平均気温の平

均の気候値が負の地域を対象にしているので、その気温の範囲は、乾き雪

地域と一部中間地域と重なるが、上記の条件でLもざらめ地域と推定され
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た地域は、すべてLもざらめ地域とした。

6-7　日本における堆積環境の推定

今まで述べた堆積環境区分の基準をまとめると表6-1のようになる。

これに基づき、メッシュ気候値を利用して、日本の積雪の気候的な特性を

考えた分布を求めたのが図6-8である。図6-8は、日本の全体をみる

ために、メッシュ気候値は、ほぼ1キロの四方の範囲で個別の気候値が求

められているが、ここでは5キロ四方をまとめて-区画として示してある。

すなわち、 1キロメッシュごとの値25個をひとまとめにして、その中で

一番多い雪質でその地域を代表させた。しかし、 Lもざらめ雪地域は、特

に本州においては盆地などの狭い地域にとびとびにあらわれるので、上の

ような表記では、かなりの部分が消えてしまう。そこで、 Lもざらめ雪地

域だけは、その分布の様子を見るために、 5キロにまとめられた中に1カ

所でもしもざらめ雪地域があれば、そこはしもざらめ雪をもって代表させ

た。ただし、メッシュ気候値のうち、月最深積雪の気候値は、図中に示し

たように、四国の全域、東海・関東の大部分、紀伊半島などが、気候催算

出の対象外地域60)となっているので、これらの地域は除外されている。ま

た、対象地域は、 12月から3月のいずれかの月の最深積雪の気候億が、 1 0

c m以上の値をもつ地域とした。積雪を小さい値にしたのは、寒冷で雪の

少ないLもざらめ雪地域を明らかにするためである。図6-9から図6-

12までは、 5キロにまとめず、 1キロメッシュの単位で表現したものを

示す。

図6-4からわかるように日本海側の湿り雪地域は、平野では庄内平野

より北にはまとまっては分布しない。これより北では、本庄市から秋田市

の海岸部にわずかにみられ、いったんとぎれて、男鹿半島の海岸部に分布

する。男鹿半島より北には湿り雪地帯は陸部にはなく、北海道の渡島大島

に分布するのみである。男鹿半島及び大島は、対馬暖流の影響をうけてい

ると推定される。こうした特殊な島をのぞくと、湿り雪地帯は、北緯400　以
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表6- 1　積雪の堆積環境の区分とその推定法

区 分 定 義 積雪層構造の特徴 (厳冬期) 主な変態過程 気候億からの推定

湿り雪地域

全期間をとお して硫雪 雪温は特に冷え込んだ日の衷 温 暖 変 態

1 月の平均気温= > 0.3℃

のほぼ金屑が水を含む

湿った状態で経過する

積雪地域0

面付近以外は、金屑 0 ℃で推

移 し、上部融雪水によるざら

め化が激 しい0

(全 冬 期 間 )

中間地域
その冬の気温によって

湿 り雪になったり乾き

雪になった りする地域0

その冬の気温によって湿 り雪

の特徴 を持ったり、乾き雪の

特徴を持つたりする0

温 暖 変 態

(高 温 時 )
寒 冷 変 態

(低 温 時 )

0.3℃ > 1 月の平均気温> - l.l℃

乾き雪地域

積雪の全層が厳冬期に 雪温はマイナスのことが多く 寒 冷 変 態

1 月の平均気温= < - l.l℃ははは乾いた状態で経

過する積雪地域0

、乾きこしまり雪、乾きしま

り雪の層が長く保存される0

(厳 冬 期 )

L もざらめ雪地域

L もざらめ雪が発達す 積雪内の温度勾配が大きく、 温 度 勾 配 1 月と2 月の平均気温の平均が負

る積雪地域0 L もざらめ雪が発達 し、脆弱

な職雪を形成0

に よる
寒 冷 変 態

(厳 冬 期 )

R =0.339(H i / 宇1.21) - <H 2 9.2l

R < 8 (kg)の地蟻

ここで、H 月と2月の脚 鵬 の平均値
星2 : 2月と3月の碇探Mi雪の平均伯
T : U lと2月の平均気温の平均の絶対佃
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図6-8　メッシュ気候値をもとに推定した日本の積雪の堆積環境
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図6-9　1キロメッシュ単位で求めた雪質分布(北海道)



図6-10　1キロメッシュ単位で求めた雪質分布(東北)



図6-1 1 1キロメツシェ単位で求めた雪質分布(中部)



図6-12　1キロメッシュ単位で求めた雪質分布(lII陰)



南に限られ、南にいくにしたがいその分布も山間部に広がっていくことが

わかる。図6-13には横軸に緯度、縦軸に地点の高度をとり、湿り雪地

帯の全データをプロットしたが、緯度が低くなるに従い、湿り雪の分布す

る地点の高度が高くなっていくことがわかる。北緯350　以南では、その高度

が逆に低くなっているようにみえるが、これは、その緯度で高い山が存在

しないからである。 Lもざらめ雪地域が広く分布するところは、北海道の

東部の十勝、釧路、網走、および勇払平野である。本州では、長野県の軽

井沢を含む佐久地域に比較的広い分布域がある。また、狭い分布は他の盆

地にも見られる。北海道の内陸では、上川盆地と富良野盆地、本州では、

岩手県の北上盆地、山形盆地、松本盆地、その他長野県や山梨県に散在し

ている。図6-14はしもざらめ雪地域の地点緯度と高度分布である。平

地まで分布するのは、北海道のみで本州では緯度が下がるにしたがって、

その高度が増している。

6-8　湿り雪と乾き雪の分布

日本の積雪地帯には、いくつかの積雪の定点観測点がある。それらの観

測点や積雪調査の記録から、本論で作成した雪質分布の妥当性を調べた。

これまでの積雪観測は、本論で述べたような湿り雪や乾き雪の区分を意識

しながら行われているわけではないので、観測された資料から厳冬期の積

雪断面の雪質や雪温をみて判断した。例えば、乾き雪地域に属する、札幌65)

や弘前66)の断面観測をみると、 1月の末から2月の未では雪温はほとんど

マイナスであり、全層が乾いていることが多い。中間地域に属する秋田の

平野部は、例えば秋田市手形では、やはりこの時期の積雪の雪温はマイナ

スとなることが多いが、積雪中のざらめ雪の割合も多くなるォ)　新潟平野

では、和泉67)が新潟平野の積雪の特性を定量的に調べているが、その中で

平野部の積雪は、一般に温暖変態が卓越していることを述べている。また、

同じ新潟県でも、中間地城から乾き雪地域の境界付近に属する十日町の断

面観測結果59)を見ると、厳冬期の雪温がマイナスの場合が多い。また、
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図6-13　湿り雪地域と推定される地点の緯度と標高の関係
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図6-14　Lもざらめ雪地域と推定される地点の緯度と標高の関係
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河島57)は、日本海沿岸地域の積雪の堆積環境を調べる目的で、 1986年にこの

地域の積雪調査を行い、石狩平野から東北海岸部を経て秋田・山形盆地ま

での積雪は、ほぼ全層が乾き雪であったと述べている。この結果は、乾き

雪は秋田県の海岸部を境に、それより北部と内陸部に分布するという、こ

こで求めた雪質分布と一致する。以上の各地の積雪観測や広域の調査の結

果からも、ここで得られた湿り雪と乾き雪の分布が、実際の観測結果を反

映する気候的な特徴を表しているといえる。

ただし、本研究では湿り雪地域をまず定義して、それより気候的に寒冷

な地域をすべて乾き雪地域としたために、 Lもざらめ雪の分布する地域を

除いて、積雪地帯の広い範囲が乾き雪地域となった。そのため、乾き雪地

域の中でも、 Lもざらめ雪やこしもざらめ雪がしまり雪の層の間にみられ

る地域(札幌など)と、しまり雪の間にざらめ雪が混じる地域(青森など)

が同じ乾き雪地域に属することになった.この点については、対馬55)の地

理的な分類でも、また卜蔵70)も、これらの地域の雪は異なる性格をもって

いるとしている。以上のことを考えると、最高気温なども考慮して、乾き

雪地域をさらに分ける必要がある。また、乾き雪地域に属する広範囲の山

岳地帯の積雪も、観測データは少ないが、今後の検討課題である。

6-9　中間地域

湿り雪地域を特徴づける1月の月平均気温の気候値　0.3℃という値は、

筆者らが行った積雪調査地点のうち、湿り雪の特徴を持つ中で最も気温の

低い地点のものである。もし、調査地がもっと狭められ、 0.2℃や0℃の所に

も同様の湿り雪の特徴をもつ点があれば、その気温が雪質の境界の気温と

なる。すなわち、 0.3℃や-1.1℃という気温に絶対的な意味があるわけでは

ない。また、未観測点の気候値自体に0.5-0.6℃の誤差があることや、 1キロ

メッシュの気温で山間の観測点の気温を推定することにも誤差が伴う。そ

こで、湿り雪地域と乾き雪地域を明確に区切らずに、湿り雪から乾き雪の

間に中間地域を設けた。実際の気温は、気候値で代表される平年値から絶
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えずずれることを考えると、中間地域は冬の気温のわずかの上下によって、

湿り雪から乾き雪へ、あるはその逆の雪質へ変化しやすい地域といえる。

6-1 0　Lもざらめ雪の分布

図6-15は秋田谷・遠藤58)によって推定された、 1979、 81、 82年の3年

分の北海道におけるLもざらめ雪の分布とここで求めた分布を比較したも

のである。分布地域の傾向はよく一致しているが、広がりの大きさも含め

よく一致するのは、 1982年のしもざらめ雪地域の面積が相対的に小さい年の

ものである。また、本州におけるLもざら雪の分布については、和泉・秋

田谷60'が気象観測値が得られる地点ごとに推定している。それらは、 1975年

から84年にかけての気象資料に基づき、その間にLもざらめ雪ができたと推

測される年が2年以上ある地点41地点を求めている。そのうち、本論で対象

外とした地域に含まれる、四国の剣山、富士山、および山中の3地点を除

く38地点の分布とここで推定された分布を比べてみた(図6-16) 。

気候値から推定された地域と地点の分布は、ほぼその近傍にあるが、青森

から岩手にかけての分布は、気候値からの分布域のほうが狭い。また、大

丸ら71)によるこの地方の雪質の調査によっても、 Lもざらめ雪は、北上山

地に多く分布することが指摘されている。先の北海道の分布と合わせると、

全体にメッシュ気候値から推定されるLもざらめ雪の範囲は、これまでの

観測や推定をよく反映したものであるといえるが、実際よりやや狭い範囲

である。実際に、筆者らが行った積雪調査においても、図6-2で示した

ように、岐阜県宮峠でもしもざらめ雪を確認しているが、この分布図には
l

あらわれなかった。

逆に、気候値から新たにしもざらめ雪が分布すると予想される地域も下

北半島や阿武隈山地の一部などに見られる。なお、対象地域の中で最も緯

度の低いLもざらめ雪地域は、広島県の呉市と安浦町の境にある野呂出山

普(標高760m)付近であり、次に低いのは、広島県高田郡向原町の鷹ノ巣

山(922m)の山麓の755m付近であった。この2地点は、それぞれ、メツシ
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図6-1 5　北海道における　Lもざらめ雪地域の分布の比較



図6-16　和泉・秋田谷50)の本州におけるLもざらめ雪推定地点と気候催か

らの推定分布の比較



ユにして1メッシュであり、緯度と高度の関係(図6-6)から見ると特

異な地点である。気候値を見ると、それぞれ、 1、 2月の平均気温はマイ

ナス1度内外と比較的暖かいが、最深積雪が小さい地域である。これらの

地域を含め、実際の分布と推定の一致の検証は今後の課題である。

6-1 1　気温の平年からの偏差と雪質の変化

気候値は、あくまでもその地域の数十年の平均的な気象の特徴を指標す

るものであるから、当然年毎の気象値とのずれが生じる。特に冬の気象は、

寒波の来襲やブロッキング現象などによって激しい変動を伴う上に、南北

でその現れ方が異なる場合もしばしば起こる。一例として、 1984年の冬の富

山の場合をとりあげてみる。この年の富山地方気象台の1月の平均気温は、

0.4℃で、平年値の2.1℃を下まわり、さらに2月は-0.6℃で平年値2.4℃を3.0

℃も下回った。このときの筆者の行った富山の平地での積雪の観測の結果

を図6-17に示したが、層構造からこの時の積雪が中間地域から乾き雪

地域に属することがわかる。



この年の場合は、 1月の平均気温というより、 1、 2月両方の平均気温に

左右されたが、雪質が気温の変動とともに変化する典型的な例であった。

このように、気温と雪質がよく対応して変化するので、ここで得られた気

候的な意味での雪質の分布をもとにすると、各年の冬の気温の変動が、そ

の地域の標準的な雪質にどのような平年からのずれを生じさせたかが推測

できる。

6-1 2　数値情報の利用

6-1 2-1　データベースの構造

本研究で得られた結果は、すべてコンピュータ上でデータベース化され

たものをもとにしている。図6-18はその構成の概略を示したものであ

る。データベースには、三次メッシュの単位すなわち1キロメッシュの単

位で、地点コード、そこでの気候値の情報、さらに本研究で得られた雪質

の区分、標高データが納められ、 UNI X上のデータベースソフト(im

f omi x)を用いて、検索が行われるようになっている。今まで、述べ

てきた雪質の区分の地図への展開は、データベースで整理されたものをパ

ソコンで出力したものである。データベースには、気候値として、 12月から

3月までの積雪の深さ、最低、最高、平均の各気温、降水量などの数催情報

が納められていて、雪質の情報とともにこれらのデータを参照することが

可能であり、きめ細かい雪環境を知る有力な道具となっている。

6-1 2-2　データベースの利用の一例

データベースの利用の簡単な例として、例えば富山市と同じ雪質、すな

わち湿り雪地域に属して、かつ富山市と1月の最深積雪がほぼ同じ地域を

探すという場合を考えてみよう。富山市の1月の最深積雪の気候値はおよ

そ70cmであるから、ここでは幅をもたせて、積雪が50-100cmとしてみる。

すなわち、データベース上から、雪質が湿り雪で、かつ1月の月最深積雪

が上記の値を選ぶのである。図6-1 9はその結果選ばれた地域を地図上

-125-



図6-18　雪質データベースの構造

上段は全体の概念図、下段はデータの構造であるo



図6-19　富山市と同じ雪環境と推定される地域

データベース上で、湿り雪地域で1月の敢探積雪が50-100cmの地域を検

索したもの.



に展開したものである。このようにして、富山市と同じ雪間題が生じるだ

ろうと予想される地域を具体的に放り込むことが可能になる。その結果、

例えば雪の少ない新潟市のほとんどは、この範噂に入らないことなどがわ

かるo同じような雪環境を持つ地域は、災害の問題でも、また雪利用の点

でも、雪祭りなどのイベントを行う点でも、共通の議論が可能になる。す

なわち、このような数値情報によって、きめの細かい雪対策が可能になる

のである。

6-1 3　日本海沿岸地域の降雪環境と湿り雪地域

Harimaya68}は、日本海沿岸地域のあられの芽(embryo)について気候学的な

考察を行った。その結果、秋田より以北のあられは、そのembryoに雪結晶が

卓越するのにたいして、輪島、米子など北陸山陰の地方は凍結雲粒をembryo

にもつものが卓越することを兄いだした。福岡は、あられの融解によって、

雲の変化が生じる地域で今の場合は除外する。この要因として、第2章で

も述べたように、雲底の温度が高く、雲の対流層が厚い場合は、凍結雲粒

が、その逆の場合は雪結晶が卓越することがある。以上の結果は、この地

域にある高層気象観測点の高層のデータから推定されたもので、図6-2

0に示されている。凍結雲粒と雪結晶の分かれ目が、ほぼ積雪の湿り雪と

乾き雪の境目に対応する点が注目される。

日本海側の湿り雪地帯は、気候的に暖かいために、積雪では湿り雪を形

成すると同時に、降雪では雲底温度を高く、対流の激しい雲を作り出す結

果、あられの芽に凍結雲粒をもち、雲粒捕捉成長の寄与の大きい降雪形態

をとるのである。この地域が、積雪においても、また降雪おいても特徴の

ある自然環境にあることを示している72)

6-1 4　　まとめ

メッシュ気候値を利用して日本の積雪の堆積環境を推定した。その際、

雪の堆積環境を「乾き雪地域」 、 「湿り雪地域」 、及び「Lもざらめ雪地
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図6-2 0　日本海沿岸地域のあられのembryoの違い72'

左のスケールは雲底に温度を表す.



域」の三つに大きく区分し、さらに湿り雪と乾き雪の「中間地域」をもう

け、計四つに分けた。本論で定義した湿り雪地域は、 「暖候地積雪」地域

と同義語である。乾き雪地域は、広範囲であり山岳地帯の積雪の取り扱い

も含め、その再区分は今後の課題である。

また、雪の堆積環境を表す用語の定義は、季節積雪の-冬季を通じた雪

質に着目したものであり、用いた気候値は、月の平均気温と最大積雪深さ

などの一般的なものである。したがって、気候値が得られれば、世界の積

雪地帯に当てはめることが可能である。世界の季節積雪の多くの面積をし

める大陸部は、一般に寒冷で雪の量は少なく、 Lもざらめ雪が広く分布す

ると考えられる70)　したがって、雪質分布を世界的にみた場合、おそらく

日本の湿り雪地帯は、特殊な.ものであることが浮き彫りになると思われる。

気候値をもとにした雪質分布は、長い年月にわたるその地方の雪環境を

示しているので、自然条件と人間生活などに影響を与え、その地方の生活

・風土に反映している。また、災害や雪の利用についても、同じような雪

環境のところでは、同じような対策や試みが可能になることを考慮すると、

雪問題に雪質の要素をつけ加えることによって、より明確な対策や利用を

考えることができるはずである。さらに、この雪質分布図は背景に数値情

報を持っているので、気候値をもとに未観測地域の気象値を類推して、各

冬毎の特徴を全国的に見ることも可能であり、温暖化などの地球環境の変

化にともない日本の雪環境がどのように変化するかを推定するのに役立ち、

将来的にもその利用価値は高いものと思われる。
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第7章　結語

本研究では、 「湿った重い雪」で特徴づけられる北陸地方の降積雪の物

理的諸性質を明らかにする目的で行った。それらは、降雪では、雲粒付雪

片であり、積雪では「湿り雪」と定義した水と共存する積雪であった。

雲粒付雪片は、その形の複雑さと融点近傍で生じる降雪という事情から、

その実体を表現する手段も貧弱であった。本研究では、顕微鏡立体写真の

手法を開発し、それが雪片の実体をとらえる一つの有効な手段として利用

できることを示した。顕微鏡の立体写真からは、雪片のさまざまな姿が読

み取れ、雪片の分類にとどまらず、今後の雪片の研究に役立つものである。

また、この手法は雪片の質的な面のみならず、密度の測定や雲粒量の推定

など、雪片の計量の分野にも役立つことも示すことができた。

落下後の雪片の体積を雪片を囲む多面体で近似し密度を推定する新たな

試みも行った。その結果、雪片は雲粒の雲粒の付着量が大きくなるにした

がって、その数倍にも密度を大きくしていることが明らかになった。この

ようにして求められた接地後の密度は、落下中での密度と比較検討され、

さらに、積雪の初期段階の密度に反映していることなども明らかになった。

降雪を空からの水の輸送と考えると、その質量の輸送を規定するのは、

降雪粒子の質量と速度及び空間密度である。そこで、次に雲粒付雪片の落

下運動について研究した。この分野の研究は古く、多くの研究が蓄積され

ていたが、これまでの研究では、雪片という複雑な粒子の空気力学的特性

を規定する諸量の測定に暖昧さが残っていた。ここでは、前に述べた立体

写真の手法により、降雪粒子を丹念に一つ一つ分類するという手作業と、

それとは対象的なC C D撮像素子付きのビデオカメラとコンピュータの画

像処理という近年の技術的な進歩を取り入れた手法によって、これらの物

理的諸量を測定した。その結果、雪片の空中での密度の大きさ依存性、断

面積と質量の関係、大きさと質量の関係、さらには、レイノルズ数と抵抗

係数の関係などを明らかにすることができ、速度と質量(融解直径)との



関係を決める式のパラメーターについての新しい知見を得ることができた。

この落下の過程でも、雲粒付の度合いが速度に大きく寄与することが明ら

かになった○　この研究では、個々の雪片に着目したために、質量輸送に関

する残る一つの物理量である空間密度についての測定はできなかったが、

この分野では、近年コンピュータの大量処理によって「空間密度」の測定

がかなり良い精度で行われるようになったので、本研究の諸成果とあわせ

て、今後さらに取り組みたいと思っている。

こうして地上に届いた降雪粒子は、堆積して積雪を構成するが、北陸地

方の積雪は-冬期を通じて、ほぼ融点以上の気温にさらされていることが

多い。したがって、積雪上部から絶えず融雪水が積雪層内に浸透して、水

と氷との共存状態でその一生を終える。水と氷の共存状態の中で起こる氷

粒子レベルの現象については観測が困難であり、多くの課題を残してしい

るが、ここでは積雪の密度や硬度といった巨視的な量がどのような関係を

もって変化するかを調べ、本研究で提案した積雪の全体を指す新たな概念

である「湿り雪」の現象論を展開した。

さらに、厳冬期を含め-冬期を湿り雪の状態で経過する北陸の平野部な

どの積雪地帯を「湿り雪地域」とする、積雪の質を媒介とする気候区分を

提案した。この観点から、日本の積雪地帯を「湿り雪地域」 、 「乾き雪地

域」 、 「Lもざらめ地域」に分けて、その分布を明らかにした。湿り雪地

域は、まさに本研究のテーマである暖候地積雪地域である。その名のとお

り暖かいのに雪が降る、日本はもちろん世界においても珍しい地域である。

本研究により、暖候地積雪地域が、北緯40度以南の日本海側の平野部に

存在していることが、具体的に明らかになった。この地域はまた、多くの

人口を有し、かつ積雪量そのものも多い地域であり、わが国の積雪環境の

特殊性を見ることができる。

気候区分にあたって、気象庁が作成したメッシュ気候値を利用したこと

も本研究の特色である。そのことによって、気象資料のない未観測地も含

め日本の各地点の気候値を数値情報としてデータベース化することができ



た。したがって、同じ雪質で同じ程度の雪の量がある地域を即座に検出で

き、雪対策に雪質の観点を入れて考えることができるようになり、概念そ

のものの利用とあわせて、実践的に応用範囲の広いものが得られた。

本研究をとおして、 「湿った重い雪」で俗称される北陸の平野部の雪の

実体を解明する研究に、いくつかの前進をもたらしたと思う。また、複雑

なものをその複雑さを保ちながら解明する手法や手段の点でも、また新た

な概念規定という面でも、新しい試みを行ったのが本研究の特色である。
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