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Tsutomu NAKAMURA 1966 Thin Plate of Snow Thinned with Hot Metal Plates. Low 

Temj>erat附でがcirnc(!，Ser. LJ，・24. (With English Summary j). 137) 

熱板による積雪薄板の作製*

rfJ 村勉

({.民百五科学研究所 応Jlj物J'[1午 i¥[j門)

(昭和I40年 10月受開〕

1. まえがき

筆者はフ ¥， ， tJ~にしてラ積雪の構造と組織とをは時に観察する子市でな方法を考えた"

道具は簡単で子間もあまりかからないので， ~1Í'外で!H\，、るのに便利である 1) 0 ~~)/i と雪べらを 1む

ってう杭汚からはさ 7cmほどの雪のJ:lt;をぎりHlし暖ためた金属板をあてて融かしラ 1mm{伐

の薄板にする。それを 2枚のポヲロイド板にはさ

んでク偏光で嗣察するとう雪きと樗JJ)(する ri持JiIR3

の氷の杭がうみミラ古一ぅ 誌など違った色にみえる O

それで。雪の*ilし、構j告はもちろんのことラ溺Hか

い組織主でがっ第 1[ヌ[の写立の様にうは/)きりと

肉眼で認められるの とるにも普通のカメラ

を{史えばよい。

OJI昆riiが Occ以下のときにはラ暖ためた

く長居て、I~P j)) Lた水がヮ まだ融けずに残っている

雪の杭 fの表rilIに凍りつし、てラ粒子のJr予を変える

であろう。したがけてつ絞後に残った観察mの蒋

似の氷の杭Lt.， I'j然、のま支の JI'ラて、はないかも知れ

ない。しかLラ氷の比熱は小さくヲ凍結の潜熱は

大きいので R 凍りつく水のfziは非常に少ないはず

である。それゆえう務紋ーの氷の杭の変形l土ラある 第 1図税勾の湾事JI.

としてもさ jフめて僅かなものと考えてよい。いう支でもなく始めから oocのj詰った吟ならばラ

この極の心配はいらない。

II. 薄板の作製および観察

第 21苅の J手立に，積汗i号J析の作製ならびに写撮影用具一式を示したの a，b はた々雪ベら，

j)J，J]でラ杭雪から雪の資料をきり tHlラ位n予するのに使う。 cのガヲス板はう号の薄板のi討を、子

らにするためとラ出来上った薄板が壊れるのを防ぐために!H¥，、る。 dラd'は勾を融かすときに暖
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1:34 '1' 村勉

ためて{d2う金属板， 11IJち熱較である。 dは序さ 8mmゥ大きさ 20x15 cmの真鈴叉はアルミニ

ウムの tJli で?写(~のように j努rg;)日正i(111コンロフ eでi瑳7こめる。アルミニウム1'1>(1ヱラ常にトJ討に

水の)院を保ちながら暖ためる。さもないと熱のために山ってしまう。 d'はばさ 3mmの2枚の

銅板の間に電気ヒーターを挿入した熱似て、7 屯V，~が得られるばあいに使う。ヒーターには 60W

のハンタごてmのヒータ-4 {闘を m い p 変!日~H で冠}I:~調節する。 g li'l~の互の観察及ひ

写~~~出影につかう光源でフ 60W 屯球である。電話{のない場台には II 光をアノレミ ~fíを長った板

て、反射させればよい。 hは雪の薄11>(をのせる台， iは偏光板である。 {fri1光板はポラロイドt1>(を

良質の板ガラスの間にはさみラ水が入らぬ様に周闘をのりづけして作る。 2枚の臼ni光J阪のI日jに

l去の河11裂をはさんで観察するが，写真をとるときにはっ ヅ7の{fui光J阪の代りにラカメラのレン

ズに11)(りつける偏光フィノしターを月J~、てもよい。 j I上j盛込町なレンスをつけたカメヲであ

る。 凶にぷ Lた装置では 10x15 cm 位の大きさの阪が写せた。

第 2図 駁台湾桜の作製ならびに写fl撮影m具一式

a 当'べら， b 当鋸 c: ガラス桜 d，d':熱板，

e: 際砂川石油コンロ f: 詰源さ芝山総， g 光源，

h:載JJ'f?? i 偏光板， j カメラ



熱板による積雪薄板の作製

まず観察すべき積雪資料を第 3図Aの形で積雪に

掘った穴の壁，すなわち積雪断面から切り出す。大き

さは縦 15cm，横 10cm，厚さ 7cm位が適当である。

図のように資料の肩をそぎとっておくと，資料の上下

方向の判別に便利である。この資料を雪ベら又は鋸で

厚さ 2cm位の板にする。次に第 3図Bに示したごと

く，熱板，ガラス板，雪の板の順に重ね，熱板を下か

らコンロで、暖ためつつ，又は電流を通じたままで雪を

融かしてゆく。

雪があまり急に融けるのを，又ガラス板が熱のた

、.

.:f120:γ.¥l 

c | 

め割れるのを防く、、ため次の様にする。すでに熱くなっ B r 

ている熱板に，あらかじめ別の雪をあてて，熱板の温 i 

度をさげる。水が沸とうすることなく，膜となって熱
第 3図 A積雪から切り出す雪の資料

の形。 B雪の薄板の作りかた。板をおおう様になってから，雪をのせたガラス板を熱

板上に重ねる。熱が一様に雪に伝わる様に，雪を薄く
a:雪板 b:ガラス板 c:熱板
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する聞は，手でガラス板を前後左右にゆっくり動かす。叉ガラス板を動かしながら少し傾けて，

融け水がガラス板と熱板との聞に入る様に加減し，常にガラス板と熱板の間には，水がある様

に注意する。ゆっくり融かすことが薄板をうまく作るコツである。石油コンロを使うときには，

融け水で火を消さぬ様注意する。

雪の板の厚さが 1cm位になったら，雪の板の上に別のガラス板をのせ，雪の板を 2枚の

ガラス板にはさんだまま逆さにし上になったガラス板は，取りはずして，もう一面を前と同

じように融かしてゆく。もろい積雪のときには雪の板を逆さにしない。雪の板が， 1cmほどの

厚さになったらガラス板ごと平らな台の上におき，わずかにあたためた熱板を雪の上面に直接

軽く当てがい，上から融かしてゆく。雪を薄くしすぎると，熱板をはずすとき，出来上った薄

板が熱板に附着してガラス板の上に残らない。あまり薄くしないことが肝要である。

いうまでもなく雪の薄板は，両面が平行でなければならない。それで、，熱板で2mm位の

厚さまで融かしたら，偏光板ではさみ，写真撮影装置の台にのせ，光源の出す熱を利用して更

にゆっくりと薄くする。こうすれば，大体両面が平行になる。一つの薄板を作るに要する時間

は 15分以内である。薄くなってゆく雪の薄板を肉眼で観察していると，やがて個々の雪の粒子

が見えはじめる。その時写真撮影を行なう。雪の種類によって粒子の見えだす厚さは異なる。

しまりゆきでは 0.5mm位，ざらめゆきでは 1mm前後である。しまりゆきの聞にざらめゆき

の層が入っているときには，ざらめゆきの粒径に応じて写真を何枚かとる必要がある。ざらめ

ゆきを撮影するときには，未だしまりゆきの粒は，はっきりみえず，しまりゆきの組織が明瞭

になるころには，ざらめゆきの粒子は融けすぎて，本来の大きさを示さないからである。一般

に雪の薄板は，薄くしすぎると粒子の一部が融けて実際の組織が失なわれるばかりか，積雪成

層構造も判然としなくなる。
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111. 結果

図版I及び IIの奇数番号の写真は上記の方法で作った薄板の写真，偶数番号の写真は色水

法で着色した積雪断面の写真で、ある。双方とも同じ積雪についてのものである。ただし積雪の

薄板の写真は， 1965年4月12日に，断面写真はこれより 2日前の 4月10日に，北海道雨竜郡

幌加内町字母子里で撮影した。写真中の数字は地面からの高さを cmで示す。着色した積雪断

面の写真からは，積雪の構造は分るが，組織は分らない。ところが雪の薄板の写真では雪の構

造のみならず，組織もみえる。即ち雪の種類，厚さならびに氷の単結晶の大きさが分る。又し

まりゆきとざらめゆきとの複雑な分布の様子もみえ，着色断面には現われなかった氷板の存在

も知られる。

図版 1-3にみえる氷板には端がある。これは寒気の到来と共に.水の補給が止り，止水面2)

のうえ小範囲に停滞していた融け水が凍って出来た氷板の端て、ある。一見一様にみえる図版1-3

のしまりゆきの中に，わずかに粒径の異なる薄い雪の層が入っている。これらの層の境界面が，

融け水を停滞させ氷板形成の原因となるものと考えられる。図版I及び IIの中で， b日 b2等と

記したのは，融け水を停滞させる止水面で，夫々薄板の写真の aj，a2等の境界面に対応する。

これらの境界面の上層は，下層よりも小粒の雪から出来ているのが知れようぺ図版では a口 a2

等と b】，b2等とに上下方向のくいちがし、があるが，これは積雪断面観測と薄板作製との間に 2

円のずれがあったためで、ある。

氷板とざらめゆきとの区別はあまり判然、としたものではない。上では空気のすきまがなく

氷の単結晶が連続的につまっているものを氷板，未だ空気のすきまの残っているものをざらめ

ゆきとした。

IV. むすび

積雪の薄板作製にはいろいろの方法があるが恥7九そのいずれよりも上記の方法はより簡

単である。積雪全層にわたる変態過程も，この方法を使えば，容易に研究できるであろう。

雪を融かすのに用いた真鈴板の厚さには， 少くとも 8mmが必要である。 4mmでは，加

熱の時に曲ってしまって使えない。

上にあげ、た実例は，雪温が OOC又は OOCよりもやや低く，正の気温 (>OOC)のときに作っ

たものである。気温が正のとき， -20
o
Cの積雪の薄板も作ってみたが， うまくいった。

終りに御指導下された吉田順五教授，ならびにこの観測を行なうにあたって色々と御助言

下された若浜五郎助教授に感謝の意を表わす。

なおこの研究費の一部は文部省科学研究費から支出された。
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Summary 

The structure and texture of deposited snow are most clearly observed when it is 

thinned into a plate 0.5 mm  to 1 mm  thick. The present paper describes how to make 

such a thin plate by melting the snow with hot metal plates. The photograph in Fig. 1 

and those of odd numbers in Plates 1 and II illustrate the thin plates obtained by this 

method. Figure 2 shows the necessary articles: a-snow cutter， b-saw， c-glass plates， 

d-copper or aluminum plate heated by oil stove e， d'-two copper plates with electric 

heaters between， f-autotransformer， g-electric lamp (when electric power is not available， 

sunlight may be used instead)， h-wooden table with the snow plate on it; the snow plate 

is sandwitched between two polaroid plates i， j-photographic camera. 
First a snow sample of the dimensions as shown in Fig. 3 A is cut 0任 froma snow 

cover with the snow cutter and saw. The sample is then made with the cutter into a plate 

2 cm thick and is placed， with a glass plate between， on the metal plate (as shown in 

Fig. 3 B) which has been heated with the oil stove or electrically. When the snow plate 

is thinned down to about 1 cm by melting， it is covered with another glass plate and 

inverted so as to be melted on the other side. Immediately after the inversion the glass 

plate now on top of the snow plate is taken off. When the snow plate is thinned to 

about 2 mm， it is sandwitched between two polaroid plates and put on the wooden table 

h. The snow plate still continues to melt slowly on account of the heat from th巴 light

source and we see， after a while， the single ice crystals composing the snow plates become 

distinguished from on巴 anotherdue to di妊erentcolors which are caused by interference 

of polarized light. The photographs in Fig. 1， Plates 1 and II were taken soon after the 

single ice crystals began to be seen. (The even numbered pictures in Plates 1 and II 

show the vertical sections of snow cover sprayed with diluted ink.) 
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奇数手時号: 'IW己;薄私乙 偶数番号: 1'lI台断面， 数字は地面からの r~j さ。 19651fミ4Jl 

1， 2， 池上 38cmから 56cmまでの写真。 何枚かのね符の異なる薄い積勾Ji'?jが， ζ ざら

めゆきの中に入っているのがみえる。 1にみえる氷板 a，が， 2のI土水面 b，の下にあるの

だが， 2ではそれが分らない。

3， 4. 池上 92cmから 11ラcmまでの写真。弱い屑構造を示してはいるが，全!日はほとん

ど一様なしまりゆきである。 31[，端のある氷板が 2枚みえる。



同版 II 

5， 6 地上 i号1cmから 169cmまでの写点。 157cm以上にはラ しまりゆきと大殺さ、らめ

ゆきとのまじった複雑な肘がある。

7， 8. 1山[て 169cmから 186cm (ゴm日)までの:~子 ~!fo 7から， しまりゆきとざらめゆきとが，

複雑に入りくんでいる様子がけかる。

中 村


