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Z戸mgoYOSIDA 1954 A Theoretical Study on Subsidence Force of Snow. 

Low Temperature Science， A， 12. (With English resume p. 35) 

積雪の沈降力に閲ナる一考察ド

吉田順五

(低温科皐研究所際用物理事部門)

(昭和ヨリ年 3月受理〉

I.緒言

地両のうえにつもった零はしだいにしまって，それにつれて積雪両がさがってゆく。そのさ

い，はじめ積雪面の下にあった物体は，つよい力で下にひっぱられる。とのため，木の下校が

3なれたり，塀:や棚がとわれたり，電柱の支線がゆるんだり，送電用餓塔の根本ちかくの骨組が

まがったりする。積雲がとのようにして，その沈降とともに，内部にある物休に 4わえる力を

沈降力という。沈降力の研究にはじめて千をつけたのは平田徳田郎で昭和 11年のととである

が1〉，そのご多くの人々が沈降力の研究を主?とない，最近になって荘問1〉，古JlI2)，IJq手井町林，

古市，品聞のの諸氏のすぐれた研究論文が日本雲氷協合の「雪氷の研究J第 1巻に掲載された。

その研究結果をとみると，簡単なばあいには多少とも理論的あっかいが可能のように思われるの

で，ととに，ごく近似的なものではあるが，数量的考察をくわえるわけである。

II. 雲のなかの力

ととであっかうのは，二次元のばあいで，たとえば，地上ある高さで水平に長くつづ示、いてい

る棒とか塀や棚などにかかる沈降力である。沈降力はとれらの物体の上而にかかると考えられ

るので，との上面は受!民間といわれている。第2刷は，物休の長さの方向にま也なひとつの断

面を示すものとする。単位長さだけ距たったとのようなふたつの断固のあいだにある雲につい

て考えれば充分なととは明かである。

第2悶の Q が受底面を表わす。はじめs 水平面 L，L'が Q の高さと一致していたときに，

さらにその上に雲がつもり，それからある時間 tだけたったときの紘子を第2闘は示している。

零の沈降とともに， LUはi函lに示した位置にさがるが，はじめ LUよりも上にあった表面唐は

Q にささえられて闘のような形になる。 Qのちかくでは宙にういて，その下面はるる距離D(t)

だけへだたったととろで水平面 LU に接楠する。干'i\~の表面 SS' の形は，貫際には， Q のま

上ではまるみをもっている。しかし，ととでは，考えを単純化するために，表面屠はどとでも掛

直方向の厚さとしてゐ友ヒ厚さ b をもっていると仮定するので，右!I~~表面 S S'は悩iのように

Q のまうえで尖っているととになる。
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表面唐の宙にういた部分で，任意のととろに鉛|也な陸ffi岡Pを;}1・える。との商をと jなして，そ

の左右の零はたがいに力生沿よぽしあっているにちがいないが，いま，その力は両に平行な勢

断力だけで・なりたち，たがいに押しあう(または引きあう)ととろの水千方向の成分はもってい

ないとf限定する。ただし，とのf限定は，断商 P全休にわたっての合力についてだけのものであ

る。合力としては水千方向の押しあい(または引あい)の力はないとしても、断面 Pの左右の

雪は，相手をある廻*事モメント M でまわそうとしている。したがって Pの上部で、は引きあい

の力が，下部では押しあいの力がはたらいているは?で、ある。ただ，断而 P全体として考える

と，との押しあいの力と引あいの力とが打泊しあって，合力としては水千方向の力が存在しな

いという意味である。しかし，との廻特モメント M も雪の鑓形に封して影響~興える。けれ

ども，今は，その影響ーを無閥してゆくとととする。

Iim商 Pにはたらく持断力を単位商杭あたり S としよう。第 1同のit:J二にかいたような，同 P
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第 1 圃

な内部にふくむ厚さめの雲の部分 klmnを考えると，その左右の岡 kn，1mには111，¥1のよう

に S がはたらいている。この klmnのなか，どんな位置にでも Pに平行な断面を考えれば，

そとにたなじ勢断臨力 Sがはたらいているわけで・ある。そして，との S のために klmnの左

側の両 1mは右側の商 h に封してのだけ下の方にむかつてやれ，上下の面 kl，mnはfrl

θ=dy/dxだけ右下の方にかたむくことになる。 θは苦手断歪で， sのためにひき沿とされたので、

はあるが，その値は現在の S のfi主だけで、きまるものでは志い。現在までに S がEのようなぐ

あいに作用してきたか，その朕史によってきまるーしたがって， IJと S との闘係は貰際には非

常に複雑なものとなるが，近似的にはつぎのように考えるととができる。

時刻 t=oで念に一定値の S が作用しはじめたとしよう。すると θは，時1mtの経過とと

もに，第11品lに示したような費化をする。まや，t=oで Oは瞬間的に Oから Aにまず。そ

のどは-5ii漣度でましつづけ，直線 ABCによって表わされるの C割で sをとりのぞくと， IJ

ぽ瞬間的rcc'賠までくだり，そのどは一定値をもちつづける。とのばあい， CC'ほ OAにひ

としい。
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もしも ，t=oで Sを作用させたあとすぐに Sをとりさると， C黙は A黙と一致し，したが

って C 黙は O黙と一致する。とのときには， θとS との開係は全く弾性的とみられるので

r = sf(}.= sjOA ..……・-………………...・ H ・..………………...・ H ・..(1) 

喜三雲の剛性率という。しかし S 者とたがいあいだかけてたけば， sをとりさつでも C'O'のよう

な永久歪がのとってしまう。とれを旬旬という。1liJ旬の法さ dtJjdtは，直線 ABCと水平方向

とのなす角のJE切にひとしいが， とれは7さいたいに於て S の大きさによ七例している。それで、

可=s /tdfJ/dt) … 一・・ ー・・…-・・ ・・…・・・…・・・…………ー…・………… (2) 

を零の粘性係主主という。 (1)，(2)式の形からわかるとたり， (ザ/r)は時間のジメンシヨンをもって

いる。とれを

τ = 甲jr …...・H ・-……-…...…・......…・… ……・…… ・....………・・・ (3) 

として，との τを零の綬和時間という。

ととろで，雲が C黙であらわされる-IIk態にdうるとき， s をとりされば，永久歪があとにの

とるとはいえ，なにしろ

CC' = (s/r) = OA ………………・・・………...……一一一 .......一…(4) 

だけ歪 θが元にもどるので通うるから， sは弾性的な努断力と考えてもよいであろう。しかしま

た， (2)式に示されたように， sとOとは粘性流体での歪と歪力との閥係とたなじ関係になって

いるので， sは粘性肱力とも考えられる。結局 S は，弾性的とも粘性的とも，どちらとも考え

られ，とれは，既知の概念によって Sを解牒しようとするために去とるととである。現賞に存

在する Sは弾性的ともいわれないし粘性的ともいわれない別の性質のものなのであって，それ

が，弾性的で、あるとか，あるいは粘性的であるとか主張しでも意味はないわけである。ただ，

ばるいによって，どちらかの解耕をとると考えやすいときがある。 S が作用する時IM1が緩和時

間 Tにくらべて非常にみじかいときは弾性的とした方が考えやすく，沈降力のばあいのように，

長いあいだにわたって作用ずるときには粘性的として (2)式の闘係をつかった方が便利で、ある。

r= 甲/r の1~在は数分の程度であるが5)，その綬手11時間という名はつぎのととからきている。雲

にるる勢断聴力 Sをかけて θなる歪をたとさせたのち， sではなく θを一定値にたもっとする。

すると， !車力 S はしだいに減少してゆく，すなわち， ZEの緊張紙態はしだいに緩和されてくる

のである。とのときの Sの鑓化は，はじめの Sの値をおとすると

s = So exp (-tjr) 

で表わされる。したがって， τが長いほど緩和に長い時聞がかかることになる。

ととろで， τ をつぎのように僻騨ずるのもつごうがよい。第 n品|の C黙で S をとりさると，

歪 θは C'駄にもどるが， C'黙であらわされる θは直線 ABC上の C"賠の θの値にひと
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しい。そして， C" 明iから C 勤までの時間はちょうど τ にひとしいのである。それで・，~は，

自分がはじめにあった献態で、ある O黙は忘れてしまって，現在より T だけ以前にとっていた

C"黙の欣態を自分のはじめの欣態と誤解し，そとえむかつて抑性的にかえろうとしているとい

うととができるであろう。しかし， とれには， 11司14)が，すくなくとも τよりも長い時間つづい

たあとであるととが必要で、ある。初旬時Il'rJのまだ短い第 lliuilのE黙であらわされるような炊態

では， ZEは O賠にちかい 0"黙をはじめの欣態としてゐぽえていて，ととにむかつて抑制i的に

かえろうとする。したがって，とのようなばあいには，雲は完全弾性にちかい性質を示すとと

になる。

(2)式の Sと(4)式の Sとは3ななじものであるから，とのうちの一方の式から他方の式がみち

びかれなければならない。 cσrは T にひとしいので，CC'=r(dθjdt)である。これを (4)式

の C(プにっかい，さらに (3)式の開係をつかうと， (2)式がえられる。

111 沈降 力

前節のはじめにのべたように，表面磨の宙にういた部分，すなわち，第 21;品lの QQ〆D'Dの部

分について，任意の鉛直断面 Pを考えると， Pの雨側の零は鉛直方向にはたらく掠断憶力 Sを

O 

. H' . '.:" Z， Z。
ドヱ・ D
一一一郎)一一→ ・，

. ， . . 

-色|¥・ . . G.' 

第 2 闘

五に3なよ段、しるっているとして，沈

降力を数皐的に求めてみよう。

はじめ Q と長なじ高さにあった

LL〆面はしだいにさがってゆくが，

いま， LL'面は動かないで・，そのかわ

りに Q がしだいに上の方にのほ向っ

てゆくものと考えな必ず。;j;;-なじと

とであるが， とのようにしたJ;が考

えやすい。 Qがのぼるにつれ，表面

唐は，それにひっかかつて，もちあ

げられるととになる。

宙にういた表面唐の部分 QQ'D'D

全体に外部からはたらく力を考える

と，ます-;，;.，その童心に作用する QQ'

D'D自身の重さ wがある。そのほかには，断面 QQ〆にはたらく持断力 fQ と断面 DIYに

はたらく弾断力 fDとがるるだけである。とのうち fDぼ Oである。なぜならば，表面唐は D

黙で LL'1耳に切して沿り， DD'面では勢町断歪 θがつねに O保たれているため，ととに抑留f臨

力はあらわれえないからである。また， QQ'IYDの重心は下の方にさがりつつあるけれどもそ

の蓮度は非常に小さく，したがって，加速度も無硯してよい。それで、，結局，fQと W とは釣合
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いをたもっととになり

fQ == W …'"・ H ・.....・ H ・..……...・ H ・..………一………・ ・・ …・・ …… (5 ) 

なる関係がえられる。受睦面 Q のまうえにのっている雲は，断固 QQ' 1，iととたしてんなる

勢断力で‘ QQ〆IYDを鉛直上方にささえてjなり，それと QQ'D'D自身の重さ W とがつりあい

をたもっているわけである。したがって， QQ'D'D は， Qのまうえにある零を自分の重さにひと

しいんたる力でひきやり沿ろそうとして会り，それが， Qに惇建されて沈降力となって現われ

るわけである o Q の左側にある零もゐなじようにしてんなる力を必よ段、すので， Q のまうえ

にのっている雪の重さを Woとすれば，沈降力 fろは

f九 Wo十2fQ=Wo+2W 

として興えられる。

Q のまうえにのっている雲の重さ Woを別にすれば，沈降力ほ表面唐の宙にうかされた部分

の設さによって生宇・るもので，それが断固 QQ'にたける勢断力の形をへて Qに停達されると

とになる。さらに言葉をかえていえば， QQ'IYDの部分は"第2情|の上部に別にかいた岡のよ

うに， QQ'面によって鉛直な壁で片持ちされているのとま?なじである。したがって，片持ちの

棒のナべてにあてはまる共の式がなりたつ。すなわち，壁からおの距離にある任意の鉛直断面

についての勇断力 fと四時モメント M とは

f=ω{D (t)-x}， M = ~ {D (のーサ

で、あたえられる。 w ぼ棒の単位長さについての重さである。ただ，雲は完全弾性体ではないた

め，とのH'持ちの棒はそのう右端ががしだいにさがってきて，その部分は LL'の固にのるように

なるわけである。

とのようにして，上の考えによれば，沈降力は宙にういた部分の重さ ωD(t)で興えられるの

で， D(t)を求めさえすればそれで、ょいととになる。

Q のましたの LL'上の O 黙を原黙として，表面唐の下商と断面 P との交賠の坐標 (a;，y) 

をとる。すると，断固 Pでの勢断歪は θ=dyjめで，その竣化速度 dtJjdtは

2= 長(ま)=乏(~~-)= -~~-
_~JL ー判
dt 

となる。したがって，零の粘性係数万をつかって，断面 P の単位面積あたりの勢断鹿力 S と

して

s=万全
ax 
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がえられ，断面 P全体についての明断力 /pは

ん =br;~そ
ax 

となる。 bは表商唐の!手さであるが，おiC21品Hま紙面にぎft~出な方向に単位長さの厚さをもった雪

の板を表わしているので，bはまた断面 Pの面秘とも三l雪えられる。以後，bは商主主と考えた方

が便利で、ある。断固 P の右側にある零は左側の雪をんでひきやりあげようとし，逆に，左側

の雲は右側の雪を沿なじ fpでひきやりたろそうとしているわけである。

断面 Pからぬだけ右に，もうひとつの断商 P を考えると， P'の右側の零ほ左側の雪を

(dv d (dv ¥1  
fp. =抑 1 十一(，:v ) dx) 

I dx ' dx¥dx} --J 

なる力でひきす、りあげようとしている。断商 Pと断固 P'とのあいた、にある雪には，自分自身

の重さ

dW= bρgdx 

が外力として働いている。 ρほ雲の統度で gは主力のカ11速度である。したがって， P，P'のあ

いだの雪には，上むきに fp.，下むきに fpとdWとが作用しているととになり，とれらは互

に釣合いを保っていなければならないととから

すなわち

fp. =fp 十 d W，

d2v ρg 
dお宮 η 

たる微分方程式がなりーたつととになる。 D黙では，vもの'fd勿もつねに Oでなければならな

い。との保件をみたすような上の微分方程式の僻は

互主 =hfE{D(t)-zf ---- ----- -- - 一一 (6) dt 2甲 t-n --J 

であるo

われわれのまや求めたいのは D(t)で，ついで、対 (x，t)である。そのために， (め式から出議

して，以下のような取扱いをする。

の)式で，D (t)は鐙化しないものとf院に;1号、えて， (6)式を tについて積分すると ，t=Oで y==O

という保件のもとに

y=f旦iD(t)-xl“.........................................................(7) 2甲 t-，-， --j 

がえられる。

任意の時刻Jtに封して， :;:=0での yの1u在は?{CC21晶iの OQ=h(t) にひとしくなければならな

い。 h(t) は， Q が LL'のJ二にぬきでた高さで，とれは LL'より下にあp~がしまったために
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それによ現われたのであるが，雲のしまりかたについは石原健二の式めをつかうととにする。

ると，はじめ Z。の厚さの雲が時間 tだけたって厚さ Z になったとすると

Z == Zo (1-A与u)
なる閥係がある。 Q の高さを Z。とし， LL〆の現在の高さを Z とすれば， J二の式がそのままあ

てはまるわけで，

t
一却

五
山一一Z

 
A
 

一一
，
仰
向

がえられる。それで、， (7)式で，x==O， y==h(t)と沿くと，

(8 ) 12中Zo ] 
D(t) == v 一一一←ー!示FーもI亙干Bt

しかし，との D(t)はもちろん近似値ではあるが，tニ Oで有限なfr主をもついる。がえられる。

そD伊)ぼ無限大でなければならないは歩である。t==Oでは表面唐の下面 LQL'は水平面で，

れで近似度をもう一段たかめるため， (8)式の D(t)を (6)式の D(t)にっかい， (6)式を積分

y== 十t一会 J!!~uνA+BtzJ叫+ ~ t) ... (9 

しーで

との式で dyjdxを Oになるような Z の値をあらたに D (t)にとるととにすると

v瓦干Bt
t D(ド会J75

をもとめる。

. (10) 

そのかわり ，t== 0では，おの{直のいかんにとの D(t)ならば，t ==0で無限大になる。と主主る。

かかわらや yが Oにならたければならないのに， (9)式の yは x==Oでしか Oにならない。

これらのととは近似式としてやむをしかし，、また，x==Oの値も正確には h(t) と一致しない。

えないで・あろう。

なゐ， (め式は (10)式をつかうと

タ=Z(D(t)-zjV-(号tD2
(t)一会同(1+子)}

したがって，表面暦の形は，だいたい，D賠を]万票占とし，Qtiと通過ナる双曲線でともかかれる。

表わされると考えてよい。

さきにのべたととにより，沈降力 FsはD(t)がもとめられたので，

F. == Wo十2bρgD(t) 

. (11) 

によってあたえられる。 vA+BtJtは tが大きくなるとともに小さくなるので，沈降力はし

4b 
== WO十 BV2pq詔。
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だいに減少してゆくととになる。

D(t)を求めるのには， (6)式の右迭で、 x=Oと必いたもの，すなわち ρgD(t)j2甲が，dyjdt 

の x=Oでの{也，すなわち dh(t)/dt，にひとしい保件をつかえばよさそうである o そして，とう

して求めた D(t)を (6)式にいれ，tについて積分すれば，yが tの函童文として求められる。

ととろが，との積分で'l1t分常教はひとつしかでてとないのに，y のみたすべき保件としては，

x=Oで y=h(t)，x=:D(t)で y=Oというふたつがある。したがって偶然によらないかぎり，

とれらふたつの保件は満足されゑいととになる。しかし，うえに行ったように， (7)式をつかつ

て求めたの)式の D(t)を (7)式につかうととにすれば，y のみたすべきふたつの僚件はたし

かに満足されている。もちろんとの (7)式は，正確なものではないが，みたすべき僚件ぼ満足

している近似式である。それで、， (7)式をもとにして，うえのようなとりあっかいをしたわけで、

ある。

IV.考察

まや，D(t)の値を数値的にとりあっかう。さきにあげた石原健二の研究は長野牒開山の君に

ついて行われたもので，時間 tの翠位に「日」をつかって

Z =: Zo (1ー蕊志訂)
として表わされている。すなわち，A=:2.23 day， B= 1.13である。零の粘性係童文曹はーlOC

から -30Cまでの範闘で，だいたい 5X 108 grjcm・田C としてよいで通うろう。雲の号令i度 ρとし

て 0.3gr/cm三重力加速度 gとして 980cm/sec2 をとると;D(t)の式は

~1/玄部平王百子
D (t)=1OL/Zot 

となる。ただしととで.Zoには cmを単位とした値I tには dayを単位とした値をつかわ

なければならない。函数 y2.23十1.13t /tは第3闘のグラフのようになり ，t=Oでの無限大

の値から， 1日たつと1.8;2日で 1;5日で 0.55というように，はじめは急激にへり.10日の

0.37からあとはゆっくり減少して 60日で 0.14にたる。受版面 Q の高さを 1m，すなわち，

Zo=lOOとすると，上の式から，D (t)は 2日で 1m;5日で 55cm;10日で 35cm，60日で

14cmという勘定になる。 D(t)の賞測値を知らないので，とれが寅際のものとどの程度にちが

うかわからないが，ちがいがあるとしても大きくはたいと考えられる。なゐ第3同に示したよ

うに， Y 2.23+ 1.13 t /tは tが 10以上t'C.なれば Y1.13/もIt とほとんどちがわゑいのとの

ばあいには，

D (t) = 10.6 y Zo/t ， (t> 10) 

としてよい。

さきにのべたように，沈降力 F8ほ，との D(t)の範閣内にbる表面唐の重さであるから，新
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たな降雪がないかぎり， F.は時間とともにへ

ってゆく。との論文のはビめにあげた諸氏の

報告にも， F.が降雪のたいときには減少して

ゆくととがあらわれている。また， F8の大き

さそれ自身も， うえのような考えかたで、もと

められるものと，あまりひどくはちがわない

ようである。

うえの議論は，自然;積雪面がちょうど受[堅

商 Qの高さにあるときを時間 tの原賠，すな

わち t=oとし，そのときに，との積雪面のう

えに新たにできた積雲居について考えたもの

である。賓際には， との積書唐がるる桂度鑓

形したときに，つぎからつぎと，第2唐，第

3居と雲居が重なってゆく。とういうばるい

については，もうす乙し理論を細かくしなけ

ればならないが，近似的にはつぎのように考
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えてもよいであろう。そして，それは，少な o w ~ 00 

くとも定性的な考えをナるうえには役にたつ 第 3 圃

ように，也われる。時刻 tは今までーとむなじにとるととにして，第2唐ができた時刻lを t2，第 3

屠のできた時刻をおとして，表面屠の厚さが， t~ で、は，はじめの b からんにまし，らでは，

さらにんにますと考えるのである。 (8)，(10)式の D(t)や表面磨の形をあらわず (9)，(10)式に

は表面唐の!手さはふ〈まれていないから， bに上のような礎化があっても，とれらの式はなん

らの境更もうけない。ただし，沈降力 F81ま表面唐の厚さに比例するので， F8 1主時刻Ut2，らで

不謹績的に増加するととになる。そして，との増加が訟とったあと，つぎの降雪があるまで除

々に減少してゆく(すでにらんは大きな値にたっているから， D(t)の減少速度は小さい)とと

になり，とれらのととは賓測の結果とほぼあっている。

自然干主主主深 H(第 2闘参照)がまk友じなばあい，受座面 Qのi吉iさ Zoによって九はかわる

はやである。ある一定時刻 tでの沈降力は，さきの式により， kj を比例常勤として

F8 = kjbV Z，。

とかきあらわすととができる。 bIま受座商 Q によって宙にうかされた表面居の厚さであるか

ら， Z，。が小さいほど bは大きい。そして，H，Zo，bとのるいだには，

H=ん(b+Zo)

の酔j係が近似的になりたっていると考えられる。友ぜたらば，自然積雪は，は，じめは，ナなわち

(んく 1)
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t=oに沿いては，Z。の厚さの雲居とその上の bの厚さの主主唐とが重なっていプこのが，それが

重なったまま沈降したものにほかならない。そして，との耐方の唐とも，近似的には" ;jななじ

割合でその!早さを減少してゆくとみてよいからである。うえのふたつの式を組合わせ

u = (k.Zo)/ H 

と沿くと， k3 ~と第 3 の比例常数として

f九=丸(1-u)vlu

がえられる。んZ。は，受堅商の南iさが，積雪がしまるのとゐなじ割合いで減少したと恨想した

ばあいの受原岡の高さである。それゆえ，もしも，んZoが H よりも大きければ，受陛商はは

じめから零をかぶっていないわけでー，沈降力はあらわれない。そして，んZo<Hのばあいには，

高さ k2Z0 より上にある自然tl(雲の唐が沈降力に有効にはたらいているのであるから，ととで，

般に，んZ。を「受座面の有効直:jC; Jとよぶととにしよう。有効高さは時間とともにi成少してゆ

くものである。

とのように， k2Z0くH のときだけが問題になるので， u はつねに 1より小さい。そして，

(1-u)内は， u=?で極大値をもっ，第3断上部にかいたような函数である。すなわち，

有効高さが自然積雪面の高さの 1/3の受底面がいちばん大きい沈降力をうけるという結果がえ

られた。とのととは，班目幹夫のえた結果(引用文献 (1)の第 6岡)とある程度一致しているよ

うにみえる。

以上，受堅商によって宙に支えられた積雪表面暦の鉛直断固には，合力としては労断力しか

はたらかいいないとの仮定のもとに議論をナすめてきた。しかし，鉛直断面でなく，それと傾

いた断商事ととれば，その商には，それに平行にはたらく掠断力も，それに'@直にはたらく張力

または底力もあらわれてくるわけである。したがって，断面をぎういう方向に考えるかで、設明

のしかたがちがってくるわけで，古川践の珠童文の模型~2) は，宙にういた唐を，鉛直方向にでは

なく，暦の方向に垂直にきったとした断面にはたらく力をもとにしての考えとみるべきであろ

う。結局，零のなかのストレスの朕態を Eのようにして表現ナるかによって取扱いかたがちが

ってくるのであって，もっとも簡単なストレスの表現をえらぶのがよいわけで、遣うろう。

筆者a自身は沈降力の貫験も観察も行ったととがなく，ただ，報告・された研究結果だけによっ

て， うえのように考えたので、ある。賓際を知らないものとして， とんでもない誤解右としている

かもしれないので，寅際に沈降力の研究にたやさわっている方々に特に御叱正をたねがいする

しだいである。

との研究は文部省科態研究費によって行われたものである。
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Resume 

A 1::ody which is completely within snow cover is drawn down by the “subsidence 
force" as the snow cover gradually settles down. Experimental measurements on the 

subsidence forc泡 havebeen回 rriedout recent1y by many researchers in this country. 

The author derived a mathematical formula for the subsidence force applicable to the 

m田 whenit was acting on a long horizontal bar and found that the derived formula 

was in accord with the results of the above mentioned experiments. 

The subsidence force F8 acting on a unit length of the horizontal bar is given by 

f九==2bρD(t) 

4 可'ZovA+-Bi D(t)ニー ..1.JLto V L1. LJf.， 

B "̂ 2ρg 

b is the thickness of surface snow layer which Iay initial1y above the level of the 

horizontal bar and ρis the snow bensity of this layer. g， Zo， t are respectively the 
acceleration of gravity， the height of the horizontal bar above the ground surface and 
the time which has passed since the surface snow Iayer began to descend. A and B 

are two constants present in the experimental formula Z=Zil --;;--~-T>;) given by K. 
¥ A+BtJ 

Ishihara which represents the relation between the initial thickness Zo of any snow layer 
and its thickness Z after its subsidence during the time t. 

九 isdifferent for different heights Zo of thehorizontal bar and attains a maximum 

value for such a value of Zo which is one third of the initial thickness of the snow 

cover. 


