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Takaharu FUKUTOMI 1952 Effect of Gτound Temperature upon the Thick-

ness of Snow Cover. LoωTempercdw"e Selence， [). ，，-With English resume p.147) 

積雪の)享さに及ぼす地温の影響についてホ

福富孝治

( {JtiI，，1.科学ー研究所海洋学部門)

t昭和 27f~ 3 jJ受注〉

昭和125年1H29~31 日 2 月 11~15 日の 2 回温泉調査のために北海道一大刑公閑地域に於て糊Wf

の平地の合計 114f同所て 1mi燃の:l血中温度の測定を行った。当時顧客は厚いととろで約 70cm<D 

り，零を除去する際VL，-1資零のj字さ，気温，及び池田に沿ける温度ーをも参考のため測定した。

その結果を眺めてみると杭零の厚さとJ:!luJ置との聞になi関関係が見られた。

積雪の厚さが地 rl~からの熱による融解によって影響されるのであろうととは均然考えられると

とであり，イI守も新しいととではないが，会/T:llll百Ji.'夜、授に}伺ったととる賢官!日の結果については殆ん

ど発表されたものがないと云うととであったので，参考までに簡単に報告するととにした。

測定の方法については祖泉調査の報告1)に記殺したから， ととには述べない。 簡mllI~て杭雪の 1';l
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第 1闘 北海道大沼附近に於ける積努の厚ざと 1m深地混との関係
自主Lは昭和25年 i月29-31日の測定値

.然丸は同年2月11ー15日の測定値
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さH 友とり，郡山JlI~iこそれκ主J応する 1mì~~の地 r]l詰u主 θ1m をとって釘iJllj他を点 C示すと第1f2{!が

特られる。 i玄frp自メLは1)j 29~31 日の測定値， J13メLは 2 J1 11~15 日の測定値 Y. 印 i'Ì lli~ 10cm 

f訴の 1miTi'守地湿のヱ1'-均値，括弧内の数字は平均した間数である。測定値はほとんど平地κ沿ける

他であるが，吹雪やVif雪の影響等もあり又土の熱伝導:度等の発遣によって点はかなり散在してい

る。然し，傾向として 1m探の均視の低いととろでは積雲の厚さが厚く， j:也温が高いととろでは

積主主の厚さが薄いととは'f，1jる。地表温度の資測値は多くの:場所でO.OOCでるり， uf零のiI.ttい数ケ

所で O.3oq立を示したととがあヲた。従って 1m探のJua毘の値 θ1mI'L 1/100 tr:掛ければ近似的

には地表から地下 1mの聞の千均温度何度タ?と示すものと考えて挙支えない。

、測定結果は以上に述べただけでbるが，ヨえK多少蛇足tr:加える。今

k: 土の熱伝主事度

ダJ 地図に;j;;-ける地温傾度

t : 考へる日数間隔

H: tの柊りに3なける積零の厚さ

lt: tの聞に地温の影響で融解した零の厚さ

ρJ 積雪の平均平安度

{2: 氷の融解潜熱

とすれば，地面の単位面積を遇して地中から t期間I'Lkgtの熱量が流出しラ とれが積雪の下厨

の hpの零を融解するととになるから

kgt=lt ρι ……(1) 

なる関係式が得られる。今.}也温傾度だけが場所により異なる場合I'Lhが変化する割合を求めると

dh kt 
dg Pι . (2) 

が得られる。他の条{'jこが一様であれば

dH dh 

dg dg 
. ( 3) 

であるから， との場合

dH kt 
. (4) 

dタ pe

となる O 即ち， との場合には積零の15之さ H と:tü~ì毘何度 F との間tては負の相関関係がイ(.:{r:すると

とになる。

賀測の結果については近似的には第1間中に稜線で示した主11<積雪主の1立さと地図に治ける地温

何度との間に負の直線的関係が見られる。震際の場合tてはと.¥A;め玉県論の様1'L1自の条件が一様であ

るとは到底考えられない。場所により kの値も多少異なるであろうし，吹零i51e零による零の水平
IdH¥ 

移動等の影響もるったと忠われるから，点がかなり散在しているものと思う。然し図から十一一j
¥dr;ノ
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の将U，山bRめてみると

clH 内 Icm2¥ 
一一一:c-.= 1. 28 x 10日，. ~.~ I 

dタ 九/

となる C 故に (4)式に於て t=53日(との年の大mの収零は12月15日でるったからラ とれから

起立した臼数を用いた)， .e =80cal， ρ は0.2~0.3であるから 0.2， 0.3の雨f場4訪}合についてkを謹lに乞

計f主明E日抑j!

ρ=0.2; lc =4.5 X 10-3 c. g. s. 

p =0.3; k =6.7 X 10-3 IJ 

が特られる o kの値は土地に依ってかなり変化するものと忠われるが， 1J11Jへば四利/'1'-表によれば

k =3. 7x 1O-~ c. g. 8.であり， _I~.の言一日~Cから求めた k の 1ì立は大休安当な値でbるととが判る。 同i

ち，第 1図のキH間関係は地温の影響による融零の結果であると考えて芳三支えないであろう O

北海道内の普通の土地に於て冬季 1m探の地温が 2~40C 伎は??訟の状態でるり， とと K鵠げ

た犬沼地域の地漉はi'i'iJい所は祖泉K柑々関係、ある所と忠われるが，低い所は3ft;血の状態でるるO

1岐に冬季を組じてグは 3/100CC/cm)，ρ=0.25，lcェ 3.7x lO-sと冬、いて地iKJによる融雪:日ーを計

笥[してみると， (1)王tから

kダ
げ則一 t = O. 48t Irt 。ι 、"

となり，即ち 1尽に凡そ 0.5cm宛融解κより顧客のi字さが減少するととになる。との割合が 12

月5日頃(札幌に沿ける根容の初日〉から 3月末頃までi車用出来るものとすれば凡そ 115日間に

融解長は 55cmKも達するととになる。

兎に角，以 kの視察の結果から判るととは，積零の厚さに釘し地湿の影響は無脱出来ない程度

の大きさでるるというととでるり，特に火山櫨泉地域の如く地温傾度の大なる場所では非常に願

者:でるらうというととでるる O

女献

1 ) 福留孝治 1951 1 lD慢の地中温度よわ温泉探査の可能性に就いて(第 1報)・北海道大学地球物

理学研究報告 1， 21. 

Resume 

With the object of searching for hot-springs， the ground temperature at 1 m depth 

and the thickness of snow cover were measured at 114 stations in the neighborhood 

of Onuma Lake in Hokkaido on ]an. 29~31 and Feb. 11~15， 1950. The ground tem-

perature and tbe snow-thickness varied witbin tbe ranges of 10 '""'" lOC and 0 ~ 70cm， 
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respectively. Tbe results shown in Fig. 1 indicate that there exists a nagative correla-

tion between the ground temperature at 1m depth and tte thiclmess of snow cover. The 

ground temperatures at the surface were found to be0. 09C， e:icept at some stations 

where the thickness of snow cover was less than 20cm. Thus， The relation shown in 

Fig. 1 may be regarded as that between the gradient of ground temperature and thε 

thIckness of snow cover. 1t was ascertained that this correlation is the eHect of snow-

me1ting due to the temperature gradient in the ground. 


