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札幌オリンピック冬季大会の雪

士
口 田順五

(低温科学研究所〉

低温科学物理篇第 29輯 付録

低温科学研究所は札幌オリンピッグ冬季大会のため，スキー競技

場の雪を四冬にわたり調査研究した.その結果をとりまとめたのが

この論文である.株式会社日立製作所発行の「日本のスキー科学」に

掲載されたものであるが，積雪の科学的研究報告として価値あるこ

とを認め，低温科学研究所の業績のひとつとしてここにも掲載する.

低温科学編集者木下誠一

昭和46年 (1971)
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札幌オリンピック冬季大会の雪

士
口 田 順五

北海道大学低温科学研究所札幌市北 19条西 8丁目

Researches on Snow for the XI Olympic Winter 

Games， Sapporo， 1972 

Zyungo YOSIDA 

The Institute of Low Temperature Science， Hokkaido University， Sapporo 

This is the自nalreport of the investigation on (a) the snow coditions required for skiing games， 

especially for slalom and downhill races， and (b) the techniques for the realization of such 

conditions， which have been carried out in this Institute since 1968 for the XI Olympic Winter 

Games， Sappro， 3-13 February， 1972. 

It has been concluced from field investigations that the ideal conditions would be that (1) the 

hardness of snow is between 7 and 10 kgfcm2 in Kinosita's scale (S. Kinosita: Low Temperature 

Sci巴nceA 19 (1960) 119)， (2) the density of snow is not much less than 0.5 g/cm3， and (3) the 

snow cover is not less than， but not very much more than， 40 cm in thickness. The last condition 

is required in order to keep the bottom of the snow cover at low temperatures. 

In order to realize such snow conditions， it is recommended to stamp the snow surface with 

men's feet as often as possible， at least once before the depth of the new snow layer on the 

stamped old snow surface reaches 30cm. The snow layer should be beaten to pieces while it is new 

and soft， so that the snow flakes are tightly packed togeth巴r. Snow flakes or grains are sintered even 

at -5
0

C， which is the average temperature in Sapporo in early February， to form a three 

dimensional network. If the snow layer is well stamped， it will become sufficient1y hard and 

solid at this temperature in a few days. 

The details of the field investigations as well as the experiences in the preparation of the racing 

fields for the Sapporo International Winter Sports Week， February， 1971 are described. 

硬く固めなければならない.そのために，スキーをはい

1.はしがき た足で、踏んだり，スキーを外した靴だけの「つぼ足」で

来年の昭和 47年2月3日から 13日までの 11日間， 踏んだりして雪を圧縮する.雪上車，つまり雪の上を走

第 11回オリンピック冬季大会が札幌で開かれる.北海 る自動車で圧縮することもある.圧縮された雪は，もと

道大学低温科学研究所は，札幌オリンピック冬季大会組 より，圧縮される前の雪よりは硬い.しかしそれだけで

織委員会からの依頼によって，オリンピック競技に適す は，まだ，競技用として充分な硬さをもつには至らない.

る雪や氷の調査研究に;lbたった.以下に書くのは，その ところが，そのまま放置しておくと， O"C以下の温度に

うち，スキー競技の雪についての調査研究の話である. あって決して融けることのない札幌の乾いた雪で、も，は

自然に積ったままの雪は軟らかすぎてスキーの滑りが じめの圧縮さえ充分ならば，数日のうちに競技に使える

悪く，競技には向かない.高速度で滑降できるように， ような非常に硬い雪に変わる.結局，競技に使える硬い

しかもスキーに削られて表面が荒れないように，よほど 雪を作るには，圧縮のほかに「時」が必要なわけである.
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以下の話は，圧縮された乾いた雪が時とともに次第に硬

くなる理由の説明から始める.次いで‘，オリンピックの

スキー競技のためには雪がどの程度に硬くなければなら

なし、かを調査した結果を述べる.そしてそのあとに，雪

かための予備試験の話と実際の競技場の雪かための話と

を続ける.

話の中に，雪氷学で使う専門語がしばしば現われる.

しかし，専門認とはいっても，名前から7品、Tこいの意味

がわかるものが多い それで，別段の説明をつけないま

まで専門語を使った.ただ，あとで、話がそれに適当と忠、

われる所にきたとき，正確な意味を説明するよう心がけ

てある.

2. 雪が画まる理由

( 1 ) スキー競技場の雪かための要点

北海道では，冬ごとに，スキー競技会があちこちで催

される.それで，スキー競技場の雪をどのように整える

かについては，今さら問題はないものと低温科学研究所

では考えていた. ところが，札幌オリンピック組織委員

会の話によると，オリンピック競技場の雪が満たさなけ

ればならない条件はたいへん厳しい.普通のスキー競技

会の場合の雪では軟らかすきrて，到底間にあわないとの

ことである.

しかし，雪が満たすべき条件が数量的にL、L、表わされ

ているわけではない.普通の競技場の雪に比して遥かに

硬く，かつ，スキーで荒らされにくい雪でなければなら

ないとL、うだけである.それでト，低温科学研究所では，

どの程度の硬さの雪ならばオリンピック競技用の雪とし

ての資格を備えうるかを，硬度計によって定めることに

した.Jij!i度討を使えば雪の硬さが数量的に表わされる.

ただ，オリンピック競技用としての雪の資格の判定がむ

ずかしい.低温科学研究所の研究員は，一応，スキーを

はいて滑ることはできる.しかしスキー競技に出場で‘

きるほどのスキーの達者はひとりもいなし、から，低温科

学研究所には雪の資格判定能力が全くない.それで，ス

キー選手にいろいろな硬い雪の上を滑ってもらっては，

雪の硬度を測定することにした.自然に硬くなった雪

や，さまざまな方法で、人為的に固めた雪の上を滑っても

らうわけである.こうすれば，選手の判定と硬度の測定

値とから，オリンピック競技に耐える雪がもつべき硬度

が数量的に定められるであろう.

硬度，つまり数量的に表わされる硬さを計るとともに，

雪の密度や温度も測定した.オリンピ 'Y17競技用として

使える硬い雪が見つかった場合，その雪が硬い理由を知

凶 1 断面観測のため積雪に穴を掘ったところ

かを般量する必要がある.理由と経過とがわからない

と，競技場の雪を人為的に箇めるにしても，その方法が

考えにく L、からである.硬度以外にも温度や密度を測定

したのは，この理由と経過とを知るためである.積雪の

中に地面まで届く穴を掘ると，穴の壁には，雪を形成して

いるすべての雪層の断面が現われる.硬度，密度，温度

の誤u定は，穴の壁に現われた雪層の全部について行なっ

た.表面にある雪層だけでなく，内部に為る雪層の性質

も，雪が競技に適するか否かに関係すると考えたからで

ある この穴の壁によって全部の雪層を観測することを

「断面観測Jという.穴の壁が積雪の断面であるところか

ら，この名がついた.

函 1の写真は，山の斜面に積った雪に穴を掘って，断

面観測をまさに始めようとしているところである.穴の

墜によせて地面に直角に立てた物指しから，雪の厚さが

147cmであることがわかる 後ろ向きの人物の左手，

下の方には，北海道の山をおおう根曲り竹が雪に押し伏

せられたまま，棄や茎をのぞかせている.

これからあとの話は雑多ではあるが，みなオリンピッ

クスキー競技用の硬い雪を作ろうとするための調査や研

究の話である.それでここに前もって，硬い雪の作り

方を書いておこうと思う.調査研究の結論ともいうべさ

ものを，先に述べておくわけである.

硬い雪の作り方の要点，つまり自然、の雪の固め方の要

ること，また，どのような緩過でそのように硬くなった 点は，新雪が 20cmか30cmの厚さに積ったら， つぼ
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足でかき乱した;!;，と丹念に踏みつけることである.かき り硬い雪になる.しかしっぽ足で踏んだ雪に比べれば

乱してから踏みつけると，新雪を構成している氷の粒は 硬度の点で全く劣り，オリンピックのスキー競技用とし

ばらばらにほぐされたあとで圧縮されるから，氷の粒と ての資格に欠ける.おまけにこの雪は，しまり雪よりも硬

粒との聞の隙闘がせまい密度の高い雪ができる.これを L 、から，つぼ足で踏み砕いてさらに硬くすることもでき

数日間そのままにしておくと，氷の粒同志が結合して，隙 ない.あとで述べるように，スキー競技場はあまりに広

間のせまい氷の骨組を作りあげる.この氷の粒同志が結 いため全体の雪をつぼ足で、踏むわけにもL、かず，ある部

合する現象を「焼結(しょうけつ)Jという 1.のまえが 分の雪かためには雪上車が使われる.'しかしそれは，競

きで雪かためには時が必要だといったが，その時とは， 技にとってあまり重要でない部分に限られる.結局，今

この焼結が進行するための時間である.ところで，隙間 のところ，オリンピックのスキー競技用として申し分な

のせまい氷の骨組となった雪が非常に硬くて丈夫なこと い雪を作るとすれば，新雪のうちに充分にっぽ足で圧縮

はいうまでもない.そして，このような雪ならオリンピ するよりほかはない.スキーや雪上車で踏む場合のよう

ックのスキー競技用として充分に使える に圧縮が充分でないと，それ以上には硬くすることので

圧縮せずにそのままにしておいても，氷の粒が焼結し きない中途半端な硬さの雪ができてしまう.始めが大切

て氷の骨組を形成し，新雪は「しまり雪」と呼ばれる雪 だということになろう.人間に悪い癖がつくと，その癖

に変わる.しかしはじめの新雪の中の隙聞が広かった はなかなか直せないという.それと事情が似ている.

から，できあがったしまり雪の氷の骨組も隙聞が広い. このあとの話にでてくる雪は，特に断わりがない限り，

それで，しまり雪にはスキー競技に耐えるほどの硬さが すべて温度が0"C以下の，湿り気の全然ない乾いた札幌

ない.結局，自然の新雪を氷の粒がよくつまった密度の の雪である.乾いた雪を構成している氷の粒でも，接触

高い雪に，一度，圧縮すること，そして数日間待つこと しあっていると，時がたつにつれ互いに結合する.つま

が雪かための要点で、あるといえる. り焼結する.これからさき2.の終わりまでは，焼結がど

隙聞のせまいよくつんだ雪さえ作ればよいのなら，新 のように進行するかの話である.オリンピックのスキー

雪ではなくしまり雪を踏み砕いて圧縮しでも聞にあうは 競技用の雪が備えるべき資格の話は3.に送る.

ずである.しかししまり雪はすでにある程度硬くなって もう一つ断わっておくことがある.札幌オリンピック

いるから，つぼ足で踏んで、も砕かれにくいし，たとえ砕か で行なわれるスキー競技は，距離と飛躍とのノノレディッ

れても氷の粒が完全にばらばらにはほぐされない.それ ク2種目，回転と大回転と滑降とのアルペン 3種目お

で，しまり雪を密度の高い雪に圧縮するのは無理なこと よひツミイアスロンの都合6種目である どの種目の雪に

となる.新雪ならば非常に軟らかL、から，つぼ足で踏み もそれぞれ問題はあるが，アルペン種目の雪の問題がし、

さえすれば容易に密度の高い雪に圧縮されるわけであ ちばんむずかしい.競技場が広くて雪かために多大な労

る.しかし，新雪でも40cm以上の厚さのものになると， 力がし、るうえ，よほど硬く固めておかないとスキーの速

底の 10cmか20cmの厚さの雪が圧縮されずに残ってし 度がでないばかりかスキーの回転で雪が荒らされるから

まう.しかも，上の方の雪も，軟らかL、台の上で踏まれ である.それで調査研究は，ほとんどアノレベン種目競技

るのと同じことになるから，あまり強くは圧縮されない. 場の雪だけに限られた.

それで厚い新雪は，つぽ足で、踏んで、数日おいたとしても (2) 氷の粒と粒との結合

表面近くだけがある程度硬くなるにすまない.それゆ 第 11回オリンピック冬季大会が開かれる札幌の雪

え，さきほど書いたように，厚さが 30cmに達しないう は，乾いた固めにくい雪である.札幌市の 1月と 2月と

らに踏むことが肝要である.結局，表面から底まで全層 の平均気温は，それぞれ， -5.5"Cと 4.7"Cとである.

Fこわたって硬い雪を作るには，冬の初めから，雪が積る 最高気温の平均値にしても一1.4"C，一0.4"Cで， O"Cより

ごとにっぽ足で踏んで，硬い雪層を積み重ねるようにし は低い.それでも 2月の初めごろ 1日か2日の短い

なければならないことになる.雪が長く降り続くとき 間に限られるとはし、え，暖気がさて雪が少し融けて湿め

ま，降っている最中でも踏む必要が生ずる.スキー競技 ることがある.しかし，オリンピック競技場の雪は，暖

召の雪は，全層が硬くなければならないのである.さも 気が主ても，湿ることはないであろう.競技場は山の中，

'J:¥， 、と，転倒したときスキーが雪に
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られた滑降競技場は3'(~湖(しこつこ)の北岸にそびえ が変化した雪で、ある.しまり雪の層から，手でっかめる

る海抜 1，320mの恵庭岳ト(えにわだけ)にある.出発点の くらいの大きさの四角な塊を二つ切り取る.塊を両手に

標高は1，180m，決勝点の探高は 350mである.大気の 持ってこすり合わせると，つながりあってしまり雪の氷

?民度は， 100 m高くなるごとにoscか 0.60C低くなる. の骨'組を作っている氷の粒がほぐされてばらばらと落ち

それゆえ， 350 m以上の高さにある競技場の気温は札幌 る.図 2が，ほくーれて落ちた氷の粒の顕微鏡写真で、ある.

市の気視より 2
0

C以上は低いはずである.これが，一時 粒は丸みをおびて玉砂利の形に似ている.一つの粒のさ

的な媛気がきても競技場の雪は湿るまいと考える理由で しわたしは 0.3mmから 0.5mmぐらいである

ある. ほぐした氷の粒をょせ集める.ょせ集めた雪はp 非常

自然のままに積った雪は，もとより，軟らかすぎて， に軟らかい.これを，あとの 4.(4)で説明する方法に

速度を競うスキー競技には|匂かない.それで，踏んだり 従ってアニリンで固め，厚さ 0.2mmほどの薄い板に切

押しつけたりして硬くしなければならないが，上に述べ った.この薄い板を「雪の薄片fはくへんリという.図

たように，札幌の雪は湿り気がないため悶まりにくい.混 3のaがこの薄片の顕微鏡写真である.写真の右下隅に

度が Ooc以下の雪だから，その中には水が全く存在し得 書き入れた直線の長さが実際の 1mmである.図 2の氷

ない.仮に水がまぎれこんだとしてもたちまち凍ってし の粒はみな務く切られて，その切断函を現わしている.

まう.つまり，札幌の雪は完全に乾いた国体の氷の粒か 図2を見て受ける感じほどには氷の粒が丸くないことが

らできている lflむ、た国体の粒は接触しても，一般には わかる.注意すべきは，氷の粒と粒とが，粒同志が接触

結合しない.圧縮して悶めようとしても，粒同志が結合 したところで細い氷の橋でつながっていることである.

しなければ，粒の集まりは硬くならないわけである.し 雪の擁をこすり合わせて氷の粒にほぐすのも，アニリン

かし，札幌の雪が固まりにくいというのは湿った雪と比 で固めて薄片に削るのも，すべて温度が Ooc以下の低温

べてのことである.突は，閤体の粒の中でも氷の粒は特 実験室の中で行なった.氷の粒が融けることは決してな

別で，次にあげる例からわかるように，接触させておく かったはずである.それにも拘わらず，氷の粒は互いに，

と，乾いていても五いに聞く結合するので為る.tこだ， ごく弱くではあるが，紹!¥，、氷の橋を介して結合した.雪

結合の進行が，湿った氷の粒に比べるとたL、へんおそい. の沈をほぐしてから薄片を作るまでに 20分か 30分かか

地面に積った雪を「積雪JとL、う.積雪の表面にある っている.その間に，このような氷の橋が粒の間にかけ

雪層は，降り積ったばかりの雪か降り積ってから間もな られたわけである.しかし氷の橋は細くて弱L、から，ほ

い雪だから，一般に軟らかい.楽に指が突きさせる.こ ぐした氷の粒をょせ集めた雪は，なお，非常に軟らかい.

のような軟らかL、雪を「新雪(しんせつ)Jという.新雪 しまり雪の氷の粒をょせ集めたこの告を -3
0

Cの低温

層の下には，指がさし込めないほど硬い雪層が何枚も， 実験震の中に放置した.指でさわると. 1日ごとに，雪

地面まで厚く積み重なっている.この硬い雪が，前にで が少しずつ硬くなっていくのがわかる. 6日たったとき，

てきた「しまり雪」である.しまり雪は，もとより，新雪 相当硬くなっところで，雪を簿片に切った.その顕微鏡

4 

図2 しまり雪を作っている氷の粒.

しまり雪の塊を二つ互いにすり合わせ

てほぐすと，こんな氷の粒になる.

写真が図 3のbである.氷の粒と粒とをつなぐ氷の橋が

太くなったのが自につく.太くなっても長さは伸びてい

ないから，橋というのはふさわしくないほどである.図

3のaの場合と比べると，氷の橋は5倍ぐらい太い.橋は

切断面が丸い棒である.それゆえ橋の太さが5倍になっ

たことは橋の切断面の前積が 25倍になったことを意味

する.したがって，橋の方向に押したりヲ!¥，、たりする力

に対しては，25倍も丈夫な橋ができあがったことになる.

湾曲しようとする力に対する丸い俸の強さ，すなわち曲

げの強さは棒の太さの 4乗に比例する.それゆえ，氷の

橋は曲げの力に対しては 625f告も丈夫になったことにな

る.結局， -30Cの温度のもとで6日間過ごしただけで，

氷の粒と粒とは強く結合し，引張りや押しに対しては 25

倍の強さ，曲げに対しては 625倍の強さの氷の橋で結ば

れるようになったわけである.この氷の粒が太い氷の橋



図3a. ほぐしたしまり雪の粒をよせ集めてア

ニリンで悶め， O.2mmほどの厚さの薄片に切

って顕微鏡でみた有様.氷の粒と粒との接触

点が細い氷の僚でつながっている.

b. しまり雪の氷の粒をよせ集めたまま，

6日間 -30C温度に保っておいたあとの薄

片.氷の粒と粒とは太くて妓い丈夫な氷の橋

で結ばれるようになった.

で、つながれた図 3bの組織の雪ならば，オリンピックの

スキー競技用として充分な硬さをもっている.そして，

この雲は+しまり雪から作られた しかししまり雪をつ

ぼ足で踏むだけでは，上にいったように，氷の粒がl{悶

ずつにほぐれなL、から，このような丈夫な雪にはならな

L ¥ 

はじめは，ただしまり雪の氷の粒をょせ集めただけだ

った雪が硬くなったのは，以上のような事情による.積

ったばかりの新雪も，~で生まれた翁の結晶の単なる集

合である.それがIf+}がたつにつれ次第にしまり雪に変わ

っていく.新雪の雪の給品同志も接触点に氷の僑がかか

って結合するからである.しかしそれだけでは，雪の

結晶は玉砂利の形をしたしまり雪の氷の粒にはなれない

札幌オリンピック冬季大会の雪

だろう.雪の結晶は弱々しい姿のもので，ずんぐりした

しまり雪の氷の粒とは形がまるで違う.これには，何か，

氷の別な性質が関係しているに相違ない.それを次の

(3 )で考察しよう.

(3 ) 新雪としまり雪

前の (2)にあげた例から，ぱらぱらに一度ほくした

しまり雪の氷の粒が接触すると，氷の粒は全然副!けない

にも拘らず，接触点に氷の橋がかかって氷の粒問志が結

合することがわかった. もう一つの例をあげる.液体

空気の温度は -200
0

Cぐらいである.魔法瓶に入れた液

体空気の中に霧吹きで吹いた霧の粒を落とすと，霧粒は

たちまち凍って，直径が O.lmmか O.2mmのまん丸な氷

の玉になる.低誠実験室の中で，氷の玉を取り出してガ

ラス板のとにのぜる 低温実験室は OOC以下の温度に保

たれた突験室だから，氷の玉は決して融けない.ところ

で，五いに軽く接触させた2個の氷の玉を顕微鏡で見て

いると，まず，ミまと去との接触点に継し、氷の橋がかかる.

橋はだんだん太くなって，二つのまーはひょうたん形に

なる.ひょうたんは，くびれがさらに太くなって，蚕の

摘の形になる.そしてついには，両方の氷の玉は完全に

融合し 1悩の卵形の氷の粒にまとまってしまう 氷の

玉と玉とをつなぐ最初の橋ができるのには数分しかかか

らない.しかしその後の変化は緩慢である.完全に融

合して卵形になるのには，少なくとも，数日はかかる.

二つの氷の::Eがひょうたん形になってしまったら，こ

れはもう 2伺の氷の粒というよりは，一つの氷の粒と

考えた方がよい，すると，ひょうたん形から繭 7r~ へ，

繭形から卵形への形の変化は，氷の粒に丸い玉になろう

とする傾向があることを示すことになる.実際，ひょう

たんは形が去からひどく外れている.縞形もかなり外れ

ているが，ひょうたん形に比べれば玉に近い.卵形は玉

の形とたし、して変わらない.氷の粒が丸い玉の形になろ

うとする傾向は非常に一般的な傾向である.その著しい

例を，新雪からしまり雪への変化で見ることができる.

ヌドや雑誌によく写真がのるから，空から降ってくる雪

の結晶がどんな形のものか，たいていの人は知っている

であろう.いちばんよく知られているのは，中心から六

方に校ので、た星状結晶と六角の板の形の板状結晶とであ

る.この二つは3F函的な結品で平たい.ほかに立体的

な，いろいろな形の結品が知られている.しかし，どの

種類の結品の形も丸し、玉の形にはほど速い.空から落ち

てをたこのような形の告の結晶が積み重なったのが，積

雪の最初の姿である.ところで雪の結晶も氷の粒であ

る.それで、雪の結晶はメL¥'、玉に変わろうとする.それと

同時に，隣の結晶との間に氷の矯をかけて，一つの氷

5 
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図4 新雪の薄片の顕微鏡写真 (15倍)

の粒にまとまろうとする.この二つの傾向が岡崎にはた

らくため，新しい積雪は，玉砂利の形の氷の粒がつなが

りあったしまり雪に移行する.

足状結晶が'fil(った場合について，もう少し詳しく考察

してみよう.星状結晶の六本の校，またその校から出た

たくさんの小枝は，ところどころでくびれて，いくつか

の小さい玉に分かれる この分かれた氷の玉は隣の氷の

玉とつながって，ひょうたん7f5になり繭形になって，一

つの玉にまとまる するとこのまとまった玉が，その隣

にらるこれも 2個のまからまとまった氷の玉と，同じ経

過によって融合する.雪の結品の単なる集合にすぎなか

った新しい積雪がしまり雪に変わるのは，このようにし

て，氷の玉の融合が何回も繰り返されるからである.

しかし，一つ一つの雪の結晶ごとに，校のくびれる速さ

が違う.それで，足状結晶が積ってから 2日か 3日7こっ

た所で簿片を作ると，図 4の顕微鏡写真が示すように，

ところどころに多少形のくずれた展状結晶が見つかる.

校のくびれ方が遅かった結晶である.I新雪(しんせつけ

とは，このように，はじめの雪の結晶の形の名残りをと

どめた氷の粒を含む積雪で、ある.積ったばかりの積雪で

は，結晶の形の名残りをとどめる粒が残っているどころ

か，すべての氷の粒が降ってきた結晶そのままの形であ

る.この全く新しい積雪も新雪の中に入れるのはもとよ

り，これこそIE真正銘の新雪である.

図5が，自然の経過をたどって新雪から変わった「し

まり雪」の薄片の顕微鏡写真である.これから，しまり

雪の組織が玉砂利の形の氷の粒を丈夫につなき、合わせた

氷の骨粗であることがわかる.組織が氷の骨組になって

いるために，しまり雪は新雪に比べれば悶い.しかし隙

間の広い骨組である.2Eから落ちてくる雪の結晶は非常

に軽い.軽L、うえに恰;張った形で、ある.それゆえ，雪の

6 

1Z15 しまり雪の薄片の顕微鏡写真 (15傍)

結品は隙聞の多い積雪として積み重なる.実際，新しく

積ったばかりの積雪では，その体積の 9割以上が隙間で

ある.このように非常に広い隙間の為る雪から出発する

ために，自然にできるしまり雪には隙間が多いわけでら

る.それで，雪かためでは，新三雪を押しつぶして隙聞を

せばめておき，際関の少ない硬いしまり雪に変える.

(4) 警の氷の粒の焼結

融けることなく氷の粒カワL¥'、玉に変わると同時に粒同

志が互いに結合する現象を「焼結Jという.氷のように冷

たし、ものに焼結と L、う言葉は似つかわしくない.それに

も拘わらずあえて焼結というのは次の理由による.前に

も述べたように，一般の物質の場合，乾いた国体の粒は，

接触させても結合しない.しかし温度を上げて固体の融

解点近くまで熱すると，まだ融解点に達しないため国体

のままであるにも拘わらず，粒は丸くなり接触した粒同

志は結合する.焼結とは，この一般的現象につけられた名

前である.焼結の現象は，実用上広く利用される.一つ

の例をあげれば，鉄の粉鉱の焼結がある.粉鉱は，その

ままでは熔鉱炉に投入できない. それで，まず粉鉱を

熱して:iYt結させたあと，大小の塊にくだいてから熔鉱炉

に入れる.積雪の温度はマイナス数度かマイナス十数度

で，氷の融解点の OOCに近い.このため，融解点近くに

ある他の国体の粒と同様に，積雪を構成する氷の粒は丸

くなり，粒向志が結合する.したがって，氷の粒の融合

は，人間の立場から見れば低い温度で起こるけれども，

現象としては焼結にほかならないわけである.前に，国

体の粒の中でも氷の粒だけは「特別」で，接触させてお

くと結合するといったが，このように見てくると，氷の

粒に本質的な特殊性があるわけではないことになる.自

然状態では，一般の間体は融解点より遥かに低い温度に

ある.しかし氷は融解点のすく下の温度にあるという点
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で「特別」だ，とL、うにすまない. は，たいていの人が経験しているであろう.積雪の氷の

焼結が起こるためには，固体の粒を形成している分子 粒も同じで，積雪が少し融けて湿ると，氷の粒同志はす

が移動する必要がある.液体の分子は動くけれども，固 みやかに結合する.したがって，湿った雪は固めやすい.

体の分子は動かないのが普通である.そのために，液体 今までに何度か札幌の雪は乾いているため固めにくいと

は流動し固体は流動しない.しかし，固体の分子でも， いったが，それは，先ほども注意したように，湿った雪

温度が上って融解点に近づくにつれ，きわめて少しずつ に比べてのことであった.しかし，湿った雪が固めやす

だが動けるようになる.そして温度が融解点に達すると いというのは，組織を丈夫にしやすいという意味である.

急に分子の運動が自由になり，固体は液体に変わる.焼 確かに組織の点では丈夫な雪になるが，温度がOocであ

結は，この，融解点の近くで，融解点に近いほど国体の るため材料の氷が弱く，固められた湿り雪はあまり硬く

分子が運動しやすくなるということのために起こるわけ ない.それに，湿った雪はスキーに対する摩擦が大きく，

である.それゆえ焼結は，温度が高くて融解点に近いほ スキー競技に適さない.しかし，固められた湿り雪も，

ど進行が速い.雪の氷の粒も例外ではなく，雪の温度が 温度が下がって含んでいる水が凍れば，スキーがよく滑

Oocに近いほど焼結しやすい. したがって，雪かために る硬い雪に変わる.それで雪かための作業にとっては，

は温度が高いほど都合がよいといえそうである. しか スキー競技場の整備期間中に回でも 2回でも，雪が

し，他方，雪の材料である氷は温度が融解点のoocに近 湿るような暖かL、日があると好都合なわけである.しか

づくほど強度が落ちる.つまり軟らかくなる.したがっ し，前に述べたように，札幌オリンピック大会スキー競

て，簡単に，温度が高ければ高いほどよいともいえない. 技場の場合には，それを期待するわけにし、かない.

スキー競技場の雪かためにとっては，競技の前は暖かL、

日が続き，競技の始まる 2日前あたりから気温が下がっ 3. オリンピック競技用の雪の規格

て雪が冷えると好都合である.暖かし、日が続く聞に焼結 ( 1 ) オリンピック競技場の雪が備えるべき規格

が進んで氷の粒同志が頑丈につながり合L、，雪は丈夫な 2.の(1)で，いろいろな雪の上をスキー選手に滑って

組織になる.その後，寒くなれば組織の点からみても， もらうと同時に，雪の硬度や密度を測ってオリンピック

材料である氷の点、からみても，丈夫な雪ができあがるか 競技に適する雪の規格を定めたと述べた.この章では，

らである.競技の当日も暖かし、と，組織は丈夫でも材料 そのようにして定めた規格をはじめにあげ，そのあとで，

の氷が弱いため，雪自体は硬くなれない. この規格に達するまでに行なった調査研究の経過の説明

融解点の OOC近くでは氷の分子が動きうるとはし、って に移る.

も，その動きは極めて緩慢である.それゆえ，大きい氷 調査研究は昭和42年の暮に始め，ふた冬過ぎた昭和

の塊をたくさんょせ集めて焼結させても，氷の塊の集合 44年4月に，次の規格を作って札幌オリンピック組織委

全体は丈夫な一つの氷にはまとまらない.氷の塊と塊と 員会に報告した.

の接触点にも，確かに焼結現象によって氷の橋がかかる (a) 硬度は7ないし 10であること

しかし氷の分子の運動が緩慢なため，氷の塊の大きさ (b) 密度は 0.5付近であること

に比べると問題にもならないくらい細い氷の橋にしか (c) 固めた雪の厚さは30cmないし 40cmである

ならなL、からである.積雪のように小さい氷の粒の集合 こと

の場合には，これに反し，氷の粒同志をつなぐ橋は細く 硬度が 7ないし 10であるとは，底が平らな物体で雪

ても，その太さが氷の粒の大きさに匹敵する.それで， を押しつぶすとき，底の面積の 1cm2につき 7kgない

小さい氷の粒の集合である積雪は，全体が丈夫なものと し10kgの抵抗対を雪が表わすということである.底の

してまとまりうるわけである.このように，焼結現象が 面積がlOcm2であれば，雪は押しつぶされながらも，

雪かために利用できるのは，積雪が小さい氷の粒ででき 70kgないし 100kgの力で抵抗するわけである. 1cm2 

ていることによる.氷以外の物質の場合も同じで，物質 あたりの抵抗力が大きいほど雪が硬いことはし、うまでも

が細かし、粒の粉の形になっていないと焼結現象は有効に ない.それで，この 1cm2 ;!bたりの抵抗力を雪の硬度と

働かない. して使う.硬度が 7以上の雪になれば， スコップも突

しかし，大きい氷の塊も，温度がOocで表面に水の膜 き立てられないほど硬い.硬度の測定法は，;!bとの 4.
をかぶっているときには，簡単に融合する.家庭用冷蔵 (4 )で説明する.

庫で凍らせた四角な氷の塊を鉢に入れておくと p いつの 密度が 0.5であるとは，雪の重さが 1cm3あたり 0.5g

まにか塊同志が融合して，解きほぐすのに苦労すること であるということである.札幌の自然積雪の最下層は，

7 
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かなり強くしまったしまり雪である.それでも密度が

0.4を越えることは稀である. したがって，自然のまま

に放置したので、は， 0.5とL、う大きい密度の雪は得られ

ない.雪は隙間の多い氷，つまり多孔質の氷といえる.

密度が 0.5の非常につまった雪でも，まだその体積の半

分近くが隙間で占められている.隙間の全然ない氷の密

度は 0.917である.

硬度の高い雪ほど密度が大きいのが普通である.しか

し，硬度が同じなら密度も同じであるというような明確

な関係はない.それを示す例が，あとで，たくさん現わ

れる.ところで，同じ硬度の雪なら，密度が大きいほど

スキーで自Ijられにくい.すなわち，密度が大きいほど雪

は荒れにくい.それで、，密度が 0.5付近にあるべきこと

と指定した.密度の指定には，もう一つの意味がある.

硬度に比べると密度の方が測定しやすい.硬度の狽u定に

は特別な硬度計が必要だが，密度なら物指しと秤とがあ

れば測定できる.したがって，密度を指定しておけば，

硬度計を持ちあわせていなくても，雪の適否のだし、たい

の判定がつけられる.

雪の厚さについての (c)の規格は厳しいものではな

い.しかし，競技中に地面が露出するおそれがあるから，

雪の厚さを 30cm以下にするのは避けるべきである.た

だ，ことさらに雪を40cm以上に厚くする必要はない.雪

が厚ければ厚いほどたくさんの雪を固めなければなら

ず，手聞がかかるからである.しかし，手間の問題とは

別に， 40cmぐらいの厚さにしておくと，次のような利

点がある.雪は熱の不良導体である.それで、雪が非常に

厚いと，雪の表面は寒気にさらされて低い温度になって

も，地面に接する雪の底は地熱で暖められて少し融ける.

雪の底の温度がoocになることはし、うまでもない.ひど

いときは，ところどころがえぐられて，雪の底に空洞が

現われる.こう L、う雪は地面との着ぎがわるく不安定で

ある.しかし，厚さが40cmほどの薄い雪ならば，寒気

が雪を通って地面に達し，土を凍結させる.そして雪と

地面とを固く結合する.

こ与し昭和46年の 2月7日から 14日までの 8日間，

来年のオリンピック冬季大会の予行演習の意味も含め

て，札幌国際冬季スポーツ大会が開かれた.いわゆるプ

レオリンピッグ大会である.九分どおりでき上がったオ

リンピック施設を使って，外国の選手も交じえた競技が

行なわれた.滑降競技場，回転競技場，大回転競技場の

雪をあとの 6.で説明するようにして固めた. ところが，

固めた雪を調べたら，さきにあげた規格を厳格に満たす

雪は，競技場の一部分にしか見つからなかった.競技場を

おおう雪の大部分は，規格どおりの雪に比べるとかなり

8 

軟らかL、雪であった. 詳しいことは 6.の(4)と (5)と

で述べる.それにも拘わらず，競技は無事に行なわれた

し，今までのところ悪い雪であったとの評判も聞かない.

こうなると，先にあけYこ規格は不必要に厳しいものであ

ったといわなければならなL、かも知れない.前に述べた

ように，低瓶科学研究所の研究員はスキーが下手で，雪

が競技に適するかどうかの判定がでさない.それで，試

験滑降を依頼したスキー選手の言葉に従って適否を判断

した.ところで，この雪は良L、か悪いかと聞かれた場合，

はっきり良いと L六、切るのはむずかしいことではあるま

いか.すると，選手が雪に辛すt!'る評点をつけ，それを

もとにして低温科学研究所が厳しすぎる規格を作りあげ

たということになるのかも知れない.しかし，オリンピ

ツグ競技関係者といろいろ話しあったことから想像する

と，この規格に達しない雪は少なければ少ないほどよい

との考えらしい.できるならば，競技場全体の雪を規格

どおりのものにしたいというような口吻である.こんな

わけで，この規格は，多少厳しすまるきらいがあるかも

知れないが，それほど間違ったものでもあるまいと考え

られる.それで今後の話は，この規格をそのままの形で

使いながら進めることにする.

(2 ) 北海道アルペンスキー大会競技場の雪

これから先の (2)は，低温科学研究所の研究員がL、ろ

いろなスキー場におもむいて，雪の規格を定める目的で

雪を調べた話である. スキー競技会が行なわれている

場合は，出場選手や競技役員から，その競技場の雪がど

の程度に競技に適しているかの判定をしてもらった.ス

キー競技会が関かれていないスキー場にいくときは，で

きるだけ，スキー競技に出場した経験のある人に同行を

願って意見を聞かせてもらった.

北海道の中央部に富良野(ふらの)市がある.昭和43

年 1月28日から 30日までの 3日間，富良野市の北の峯

とL、う山で北海道アノレペンスキー競技大会が開かれた.

北の峯は 1 ，075m の標高で，その斜面に平均傾斜27~28'，

長さ 300mの回転競技場が作られた.手始めとして，こ

の競技場の雪を調査した.

回転競技場の雪は，厚さ1.5m ほどに積った積雪を，

競技開始の前の 3日間に，数十人の高等学校の生徒がつ

ぼ足で踏んで固めたものであった.大会の聞に，また，

大会終了後に，選手や役員から聞いた話を総合すると，こ

の3日前からつぼ足で踏んだ雪では，到底オリンピヅグ

競技の用には立たないということになった.硬さが足り

ないため，速度が出ないうえ雪が荒れやすい.荒れ方の

程度を見るため 4人の選手に頼んで，同じ路すじを回

転しながら 2回ずつ滑ってもらった.都合 8回の回転滑
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図6 北海道アノレベンスキー競技大会の雪(昭和 43年 1月 31日，北の峯)

左:自然に積ったままの雪.右.つぼ足で踏みかためた競技場の雪

降で，雪の表面が 10cmも削られてへこんでしまった.

ある選手は，滑っている途中に，雪が上下に揺れるよう

に感じるところがあったと話していた.

不合格といわざるを得ないこの競技場の雪に，大会終

了のあとで穴を掘り，穴の壁に沿って行なった断面観測

の結果が図 6の右半分である.比較のため，競技場の決

勝点の外の平らな地面に積った自然、のままの積雪を調べ

た結果も，図 6の左半分に示してある.図の中央の数字

は， cmで表わした地面からの高さである.傾斜した

地面からの距離は図 1の写真のように，物指しを地面に

直角に立てて測る場合と，物指しを鉛直に立てて測る場

合とがある 図6の高さは，物指しを鉛直に立てて測っ

た地面からの距離である.地面から積雪の表面まで，地

面と直角に測った長さを積雪の「厚さJ，鉛直に測った長

さを積雪の「深さ」という.平らな地面に積った積雪で、

は，厚さと深さとは同じである.しかし，斜面に積った

積雪では，厚さは深さより，いつも値が小さい.

図6の高さを示す数字の両側にある，いろいろな記号

を書き入れた四角な細長い柱は，積雪の「構造図」であ

る. ところどころに入れてある横線は雪層と雪層との境

界を表わす.雪層とは，同じ性質の雪の層のことで，も

う少し詳しく次節で説明する.積った雪は時がたつにつ

れ変質する.これを雪の「変態」と L、う.前に新雪がし

まり雪に変わることを述べた.これも変態である.変態

が進むにつれて，いろいろな種類の雪ができる.新雪や

しまり雪のほかに 4種類の雪が区別される.図 7の左

%に，各種類の雪を表わす記号がのせである.図 6の積

雪構造図に書き入れた十字や白丸，黒丸は，この雪質記号

である.雪の種類を「雪質(ゆきしつ)JとL、L、ならわして

いる.新雪としまり雪以外の雪質の説明はあとにまわす.

雪質が同じでも大きい氷の粒でできた雪層もあるし，

小さい氷の粒でできた雪層もある.そして，一つの雪層

の氷の粒も一定の大きさに揃っていない.しかし，どの

粒の大きさもある範囲内には収まっている.それで，

この範囲を「粒度」と名づけて，粒度によって氷の粒の

大小を表わす.図 7の右%が粒度を示すローマ字と氷の

粒の大きさの範囲との対照表である.たとえば，さしわ

たしが O.5mmから 1mmの間にあるいろいろな大ぎさ

の氷の粒でできたしまり雪の雪層には，しまり雪を表わ

す白丸印とともに，粒度を示すローマ字bがつけられる.

氷の粒の範囲が二つの粒度にまたがる場合は，両方の

粒度のローマ字を並べて書く.たとえば，粒のさしわた

9 
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雪 質 記 号 粒 度

+ + +新 雪 mm 

パ パ パ こ Lまり雪 0.5以下

。。 O しまり雪 0.5-1 

• • • ざらめ言; 1-2 

ロ ロ ロ こしもぎらめ雪 2-4 

八 〈 〈 しもざらめ雪 4以上

図 7 雪質記号と粒度記号

しが 0.3mmから 0.8mmまでに散らばっていたら abと

する.

図6の積雪構造図からわかるとおり，自然、のままの積

雪と踏み固めた競技場の雪とでは構造がかなり違う.自

然積雪では，上泌が新雪とこしまり雪，中Mがしまり雪，

下 Mがざらめ雪としもざらめ雪とで為るのに対し，踏み

かため雪では上%がしまり雪で，下%がざらめ雪としも

ざらめ雪とでおる.踏みかため雪の構造図にある(固)の

印は，つぼ足での踏みつけの影響が及んだことを意味す

る.このことから，新雪とこしまり雪とであった自然積雪

の上層部が，踏みつけにょうてしまり雪に変わったこと

がわかる.新雪はもとよりのこと，こしまり雪もしまり

雪より軟らかい.したがって，踏み固めの効果は確かに

あったわけである.自然積雪と踏みかため雪との差異

は，積雪構造図の両側にある硬度の図にさらにはっきり

現われる.硬度は図に書き入れた矢印の長さで示され

る.つまり，自然積雪の硬度の大きさは，硬度の図の枠

の右の縁から屈曲した太い線までの水平距離で，踏みか

ため雪の硬度の大きさは図の枠の左の縁から屈曲線まで

の水平距離で表わされる.図の枠の上と下との縁に沿っ

て，硬度の目盛がきざんである.自然積雪では，全体の

%にあたる上層部の硬度が 0.5以下の少さい値である.

表面の新雪層の硬度はほとんど Oに近く， 0.015しかな

い.しまり雪でできた中層部も 2の硬度に達している

にすぎない.これに反し，踏みかため雪で、は，表面から

10cmの深さまで，硬度が3から 6にも達する.それか

ら下，地上50cmの高さあたりまでも，踏みつけられた

雪である.しかし，この中層部の雪の硬度は，高さ 80cm

のところで一度5に達するとはL、え，全体としては 2に

すぎない さらにその下，地面まで続く自然のままのざ

らめ層としもざらめ層とで、は，非常に激しく硬度が変動
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している.

以上の第 l回調査から，自然のままの積雪の上層部を

形成する軟らかし、新雪やこしまり雪も 3日間のつぼ足

による踏みつけで硬度が3ないし 5のしまり雪に変わる

こと，しかし，この程度の硬さの雪ではオリンピック用

には使えないことがわかった.図 6にはのせてないが，

雪の筏度も測定した.自然積雪の中層部のしまり雪の密

度は，平均して0.35であった.このしまり雪の硬度は，

図にみられるとおり 2である.一方，踏みかため雪の中層

部のしまり雪は，平均密度が0.39であった.この踏まれた

しまり雪の硬度も 2である.密度が大きいほど，普通は，

硬度も高い.それゆえ，密度が 0.35と0.39と違うのに，

硬度が両方のしまり雪で違わないのは，不合理とはL、え

ないまでも不自然である.これは踏みつけられたしまり

雪の焼結が，まだ充分進んで、いなかったためと解釈され

る.踏まれたしまり雪は氷の骨組が砕かれているから

軟らかい.しかし，砕かれた氷の骨組が次第に焼結する

ため，長い時聞がたてば，踏まれる前よりも硬くなる.

7こだ，それには時聞がかかる.いまの場合は，雪ふみを

始めたのが競技大会開始の 3目前であった.断面観測は

3日にわたる大会のあとで行なった.結局6日間では焼

結が充分進行する時間としては不足だったわけである.

このことから，上層部の雪も，もっと早くから雪踏みを

始めていたら 3ないし 5とL、う硬度よりもっと高い硬

度の雪になっていたであろうと考えられる.

図6の左半分の自然積雪の図には，積雪内部の温度の

測定値が書き入れてある. 積雪表面の温度は -8"Cで

ある.深くなるにつれて温度は上り，雪が地面と接する

積雪の底で OOCとなる.踏みかため雪の温度も同じよう

な分布であった.この温度分布からみて，踏みつけられ

た積雪の上半分が -30C以下の低温にあったことがわか

る.この低温が焼結を遅らせる原因となっていたに相違

ない.図 6の踏みかため雪の構造図の下端にある「空」は

空洞の意味である.積雪の底のところどころが下からえ

ぐられた形の空洞になっていた.空洞の天井からは霜の

結晶がたれ下がっていた.積雪の底が少しずつ融けなが

らOOCになるのも，空洞ができるのも地熱のためで、ある.

底の融けた積雪，まして空洞のある積雪は地面との結合

が弱く，斜面の上にあるときは地面に沿って滑りやすい.

なだれる危険がある.先ほど述べたように，ひとりの選

手が雪が揺れるようだったといった 下層が空洞のある

弱L、雪であるため，実際に揺れたのかも知れない.

(3 )雪層

たいへん労力がL、るけれども，雪を固めるには，つぼ

足で踏むのがL、ちばん実際的である.特別な道具はし、ら



trいL，急な斜而でも行なえる.しかし，スキーで滑っ

たりスキーポ、叩いたりしても雪は硬くなる. H スキー

で芥分に砲くなるのなら，スキーか使った方がつぼ足で‘

踏む上り遥かに効果的である灼こ，つぼ足で踏んだと

きとスキーで押したと主とで，雪がどんなことになるか

か比較してみよう.

新雪で厚くおおわれた雪の表聞に，スキー靴をはL、た

廷で踏んで穴合あけた.そばをスキーなはいて通った.

そのあとにスコ川プで穴を撫り，踏んだところとスキー

で通円たところとを通る雪の切断耐を出し，切断面をイ

ンキで染めたのが図 8の写真である. Aが足で踏んだ

穴 BとCとがスキーで作られたへこみである.穴のま

わりの雪もへこみのまわりの雪も，積雪の表面に平行に

はしる細かし、縞模様に染められている.この縞模様のあ

る雪は.足やスキーで乱されなかった自然のままの雪で

ある.穴Aの底には，穴を満たしていた雪が圧縮されて

できた層が乱雑に染められている.隣に立ててある物指

しで，穴の深さが約 20cm，圧縮された雪の層の厚さが

6cmほどであることがわかる.それゆえ，はじめ 20+6

=26cmの厚さであった雪が 20cmだけ圧縮されたこと

になる.I圧縮寧」で表わすと， 20/26，すなわち 77%の圧

縮である.スキーで作られたへこみBとCとでは，へこ

みの深さと圧縮された雪の厚さとは，だしザこし、等しい.

それゆえ圧縮喜界は50%である.

圧縮率が大きいほど，雪のつめられ方がひどし、から，

圧縮された雪の密度は大きい.したがって，スキーで押

すより足で踏む方が，街度の大~~、雪を作るのには有効

である.そればかりでなく，足で踏んだ雪の方がくずさ

れ方がひどい.図 8の写真からわかるように，スキーで

圧縮された雪には整った縞模様が残っている.自然のま

まの雪に見える縞の幅が，ただ狭くなっただけで、ある.

つまり，スキーで押された雪はあまりくずされていない.

これに反し，足で圧縮した雪では，縞の跡が多少は認め

られるとはいえ，縞のすじが曲りくねって，雪がひどく

くずされたことを示している.以上のことから，足で

踏んだ雪の方が氷の粒のつまり方も氷の粒のほぐされ方

も，スキーで押した雪よりひどいといえる.それゆえ，

時間がたって氷の粒の焼結が進めば，足で踏んだ雪の方

がスキーで押した雪よりも遥かに硬くなる.

つぼ足で踏んでも，穴は地面まで窟かない.穴は浅く，

図8の写真のとおり，圧縮されるのは表面の限られた厚

さの雪だけである.何ぺんも踏めば穴も深くなり，圧縮

される雪も厚くはなる.しかし，深さ 1m以上もの自然

積雪を底まで圧縮することは，実際上不可能である.ど

うしても圧縮された雪と地面との間に自然のままの厚い

札幌オリンピ ')l!l冬季大会の雪

図8 A:つぼ足で踏んだあと. B. C:スキーで

通ったあと.いちばん右のくぼみはストックで突

いたあと.

雲のj習が残る.それに，数多く踏んでも，踏みつけの効

果が深いところで、は発揮されにくい.踏みつけの力が分

散されて弱くなるからである.それゆえ，競技会のすぐ

前になって雪を隙聞なく何度か踏んで、も，表面近くだけ

は硬いが，それから Fは軟らかし、腰の~~l 、雪にしかなら

ない 前節の北海道アノレベγスキー競技場の雪がその例

である.全層が硬い雪を作るには，冬の初めから，雪が

降るごとに踏み固めるよりほかない.図 8からわかるよ

うに， 1回のつぼ足踏みで圧縮されるのは，せいぜい 30

cmの厚さの警である. したがって，雪が降るごとに踏

むとしても，前にいったとおり，新雪が 30cmの厚さに

達しないうちに踏まなければならない.

積雪断面を染めるには，インキを水で4倍か5倍にう

ずめた色水(~、ろみず)を，手持ちの霧吹きで積雪断面に

吹きかける.インキは青でも赤でもよい.吹きかけただ

けでも，図 8の写真に近いものになる.しかしインキが

にじんでいて，染め出された模様が鮮明でない.それで

インキを吹きかけたあとを，手持ちのガソリンバーナー

の焔で撫でる.すると，インキのにじみが消えて，図 8

の写真のようなはっきりした模様が現われる.気温が

OOC以下であっても，霧吹きを布で包んでおけば，中の

水はなかなか凍らない.ただ霧吹きの霧の出口が凍って

つまることがある.そのときは，ガソリンバーナーの焔

で融かせばよい.色水にアノレコーノレを混入して凍結温度

を下げ，色水の凍結を防ぐこともできる.しかし，アル

コールを混ぜると，積雪断面の上で色水がにじみやすく

なり，焔であぶっても図 8の写真で見るほどには明瞭な

模様がでない.

自然に積ったままの積雪に掘った穴の壁，すなわち積

雪断面は，y，こだ白いだけである.よほど目を凝らせば，

細い線が水平に何本も走っているのがわかりはする.し
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図9 すか Lで見る隠界線とインキで染めたj震界線

かし，あまりにかすかな線だから，ただ挑めただけでは 過した雪腐は，その全体が均一な性質の雪であると考え

見分けられない.穴の壁の背後の雪を注意深く掘り取っ てよい.

て，皇室の一部合厚さ 2cmほどの板にした. 中央部を残 しかし，ただ l回のi盗塁雪の途中でも，雪の降り方は強

して両側をインキで、染めた.それを写真にとったのが図 くなったり弱くなったりする.また，降る雪の結晶の種

?である 雪の板の背後が明るL、から，雪の紋のすかし 類も，いろいろに交替する.それで、，細かくみると 1

写真である.こうすると，穴の援ではかすかにしかわか 枚の雪層も性質が少しずつ違う薄い雪の層が重なったも

らなかった線がはっさり見える a，b， c， dの印を のとなる.図?の写真で，層界線と層界線との聞に，か

つけた線が 1@]の降雪でできた雪の層を境する線であ すかな条がたくさんインキで染めだされている.これが

る. 1回の降雪で l枚の雪の層ができると，次の降雪ま 務L、雪の腐と層との境目である.図 8では，この条が非

での間に，雪の層は変態して，こしまり雪あるL、はしま 常に鮮明である.それは，図 8の雪が積ってから聞もな

り雪になる.したがって，次の降雪でその上に新雪が積 い新雪だからである. I時がたって変態が進むにつれ，薄

ると，前回の降雪でできたこしまり雪あるいはしまり雪 い庭向志の聞の性質の差異は次第にうすれ，涛L、腐を分

の層と新しく積った新雪の隠との境問に雪質の断絶が現 ける条はインキに染まりにくくなる それゆえ，厚く積

われる.この雪質の断絶が a，b， c， dの忠良として現 った積雪の穴の盛合インキで染めると，上の方にある雪

われたわけで‘ある.それゆえ aとb，bとc，cとd 層には条がたくさん現われ，下の方にある雪層には少し

との間にはさまれた雪の層が，それぞれ 1凹ごとの降 しか現われない.

雪で積った雪である.'1回の降雪でできる雪の腐を「雪 ( 4) 一般スキー場の雪

層」という.そして，雪層と雪層とを境する a，b， c， 前々節(2)の富良野市北の峯には，北海道でも有数な

dのような線を「隠界線Jと呼ぶ. 一般スキー場がある.スキー場への出入りのためスキー

図?の写真から，層界線がインキに濃く染まることが ヤーが頻繁に通るところの雪が硬かった.スコップも突

わかる.笑際 a，b， c， dなどの層界線の左右の延長 き立てられないほどである.アノレペンスキー競技場の雪

線がきわだって黒い.それで，積雪の穴の畿にインキを の調査のかたわら，この硬い醤も調べてみた.

かければ，簡単に層界線が見つけられることになる. 1 硬くてスコップ。で、は掘れなし、から，氷を切る鋸で、雪を

枚の雪層でも，その上部と下部とでは，雪層ができてか ひいて穴を作った.図 10の写真が穴の墜をインキで染

らの経過i時間が降雪の継続時間だけ違う.したがって変 めた有様で、ある.雪の厚さは 35cmしかない.自然のま

態の進行の度合いが同じでない.雪が 3f時間降り続いて まの積雪に比べるとインキの模様が乱れてはし、るが 3

できた雪層なら，下部より上部の方が3時間だけ若く， 本の腐!ft.線がはっきり見える.図 8の写真からわかるよ

変態も 3時間だけ遅れている.しかし雪層ができてから うに，スキーで踏んでも，雪層が縦に絡むだけで，雪は

数日もたてば，この変態の遅れも雪層全体にわたって起 あまりくずれない. 図 10の雪に層界線が残っているの

こる変態の裳にかくれてしまう.それゆえ，数日以上経 はそのためである.つぼ足で踏んだ雪の切断面に，この

12 
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間 10 スキーヤーに絶え間なく踏まれて臨まった北の率一般スキー場の雪の切断図(昭和43年 1月30日)

ような層界線が現われることはない.

このおたりの雪は，表面が波のようにうねって，厚さ

が同定していない. それで厚さが 35cmと60cmとの

所で断面観測を行なL、，その結果を図 11に示した.a'の

書き方は図 6と同じである.上の図の厚さ 35cmの雪で

は表商層の硬度が 8.4もある.下の図の厚さ 60cmの雪

でも表面層は硬度7である.アルペンスキー競技大会の

役員は，この程度に硬い雪ならオジンピッグ競技用とし
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て合格だろうとの意見であった.つほ足で踏み固めたア

ノレベンスキー競技場の雪の表面の硬度は3ないし 5で，

いまの雪の硬度の半分ぐらいに過ぎなかったわけであ

る.ただ，厚さ 35cmの雪も淳さ 60cmの雪も，中層部

があまり硬くない. 硬度が，やっと 2である. 図 11の

左側の温度の図からわかるように，中層部の雪の温度は

-6
0

Cより低い. もし気1官tが上がって雪が暖まれば.中

層部の雪の硬度は 2以下に下るであろう.そうなった

図 11 スキーヤーに絶え間なく踏まれて悶まった北の峯一般スキー場の雪の構造阪と硬度と温度.

中層部の硬度の小ざい雷の街皮:0.37 ~0.40，その他の雪の筏度: 0.42~0.52 ¥昭和 43年 1月 31日)
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ら.表面の硬い層は，あまり厚くもなL、から，スキーの 離れるにつれ接地圧が雪の中に分散されるからである.

衝撃で割れたり落ち込んだりするかも知れない. 厚い雪がスキーでは強く圧縮されないのは，このような

スキーが雪の中に深く沈まないのは，スキーと雪との 理由による.つぽ足の接地圧も分散される点では変わり

接触面が広く，スキーヤーの体重が広い接触面に分散さ がない.ただ，つぼ足の接地圧は大きL、から，分散され

れるからである.スキーの長さを 1m90cm，幅を 8cm t:こ接地庄で、もなお充分に雪を圧縮する力をもっている.

として計算すると，片方のスキーの接触面の面積はだし、 それで，つぽ足なら厚い新雪でも強く圧縮できることに

たい 1，500cm2 となる.スキーヤーの体重を 60kgとし なる.

ょう.すると，体重が片方のスキーにかかったときにス 図 11の断面観測図に見られるように，北の峯の一般ス

キーの裏が雪を押す力は， lcm2あたり 60kg..;.-1，500cm2 キー場の雪は，中層部の雪があまり硬くない.これは断

=40g/cm2となる. この雪を押す力の 1cm2あたりの 面観測を行なった 1月30日より半月か 1カ月以前に大

値を「接地圧」と L、ぅ.雪との接触面が広いほど接地圧 雪が降り，スキーヤーに踏まれないうちに厚い新雪の層

は小さく，雪の表面の沈み方も弱い.スキーで滑ってい ができてしまったためと想像される.実際，北の峯の自

るとき，体重が両方のスキーに平均してかかることは少 然積雪の深さの記録を見ると 1月の初めの 5日間に，

ない.それで，上に求めた片方のスキーに全体重がかか 雪の深さが 80cmから 2mへと 120cmも急に増してい

ったとさの接地圧40g/cm2を，スキーの接地圧の値と る.このとき積った新雪が，固められそこなったまま，

して使うことにしよう.片方のスキー靴の底の面積は， 中層部にはさまっているのであろう.

およそ 250cm2である.それゆえ，片方の足に全体重 前節で述べたように，北の峯のアノレベンスキー競技場

がかかった時のつぼ足の接地庄は 60kg..;.-250 cm2=240 の雪は，地面と接する底の温度がO"Cで，底のところど

g/cm2となる.つぼ足の接地圧はスキーの接地圧より 6 ころには空洞があいていた.これに反し，一般スキー場

倍も大きい. の雪は，底の温度がO"C以下である.底の温度を実際に

すで、に何度か述たベとおり，厚さが30cmに満たない 計ったわけではないが，図 11の温度分布図から，そう考

新雪の層ならば，つぽ足で踏むと全層が底まで充分に圧 えられる.地面が硬く凍っていた点からみても，これは

縮される.しかしスキーでは，図 8の写真が示している 間違いないことである.雪は熱の不良導体である.密度

ように，表面近くのlOcmほどの厚さしか圧縮されない. が小さく軟らかL、ほど熱を伝えにくい.厚く積った軟ら

しかも，その圧縮率は小さい.これが，スキーの接地圧 かし、雪では，外の寒気が雪の底まで浸透できない.それ

が小さいためであることはL、うまでもない.それで，あ で，雪の底は地熱に融かされて温度がO"Cに保たれる.

とで実例によって示すように，ある程度厚く積った雪は， しかし硬くてあまり厚くない雪の場合は，寒気が雪を

スキーで踏んでもオリンピックのスキー競技に耐えるほ 通り抜けて地面を凍らせる.アノレベンスキー競技場の雪

どの硬さにはならないのである.ところが，北の峯のス が前の場合の例であり，一般スキー場の雪があとの場合

キー場の雪は，スキーで踏まれた雪で、あるにも拘わらず， の例である. このことからも，スキー競技場の雪を30

オリンピックのスキー競技用として充分な硬さになって cmか40cm以上あまり厚くしない方が得策であると考

いた.これは，降雪中もスキーヤーが頻繁に通るため， えられる.地面が凍っていると，雪と地面との結合が強

雪が膜のように薄く積るとすぐにスキーで踏まれてしま L 、からである.

うからである.硬い雪の表面に薄く積った雪の膜にスキ 宮城県と山形県との境にそびえる蔵王山は，冬になる

ーが乗ると，スキーの接地圧が膜の厚さ全体にまるまる とスキー客で非常に賑わうその賑わし、からみると，北海

かかる.そのため，接地圧が小さくても，雪の膜はよく 道北の峯スキー場は人影まばらといってもよいくらいで

圧縮される.こうして，スキー場では，よく圧縮された ある.翌年の昭和44年2月20日，樹氷観測lのため蔵王山

雪の膜が次々に重ねられる.そして，それが焼結し，硬 に出向いたついでに，スキー客に踏まれた雪を調べた.

くて厚い雪の層を作りあげる. 頂上から少し下った所に，ざんげ坂とL、う斜面がある.

すでに厚く積った新雪にスキーが乗る場合は事情が違 ざんげ坂はスキー客の通り道で，幅20mにわたって雪が

う.スキーの接地圧がまるまるかかるのは，スキーのす 固められていた.この通り道の縁の 1倒所で雪に穴を掘

〈下にあってスキーの下面と直接に接触している薄い雪 り，断面観
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でありながら，硬度は 21にも達していた.北の峯の雪の

表面の硬度 8.5の2倍半もの硬度である. しかし，ざん

げ坂のまーの表面全部がこのように硬いわけではない.幅

20mのスキー客の通り道を横断しながら表商の硬度を号|

ったら 7から 16に至るいろいろな値が得られ，平均

12となった.この平均値でも，北の峯の雪の硬度の値を

5割がた上回る.

断面観測を行なった場所の硬いざらめ雪の表面層の

下には，地図まで，粒皮はaないし b，筏度は 0.34から

0.38までのしまり雪の腐が重なっていた. 硬度が1.3な

いし1.6しかない軟らかし、しまり雪であった. この断商

観測の日の 20日前に，ひどい低気圧が日本を襲って，各

地に大雪を降らせた.その雪が押し固められずに残って，

この軟らかいしまり雪となったのであろう.この点で，

前年調べた北の峯一般スキー場の雪と同じである.スキ

ー客に任せるばかりでなく，大雪のときもスキーで盛ん

に滑りまわる計闘を立てれば，全層が硬い雪が得られる

であろう.それはそれとして，接地庄の小さいスキーに

よってでも頻繁に圧縮しさえすれば，オリンピック競技

用として使える雪が作られる例を，蔵王山でもまた見る

ことができたわけである.

蔵王山の断面観測の日は，気温が -2.30Cの暖かし、日

であった しかし通常は非常に寒い所に違いない.雪の

視度は，表面でこそ -2.70Cという高い値を示したとは

いえ，深くなるにつれて下がって，欝の底では -80Cに

達していた.地面は完全に凍っていた.

低温科学研究所のある札幌にも，スキー場はいくつか

ある.なにも遠く北の峯や蔵王山まで出向かなくても，

地元のスキー場の雪を調べればよさそうである.しかし，

スキー場の断面観測は実行しにくい.掘った穴を埋めも

["，112 u，¥成雪

札幌オリンピヅグ冬季大会の雪

どしても，それに引っかかって，あまり上手で、ないスキ

ーヤーが転んで、怪我をする心配があるからである.それ

で，スキー場がありさえすればい‘ Tでも断固観測ができ

るというわけにはし、かないことになる.

(5 ) 北海道の硬化雪(I ) 

冬の高い山には，雪が非常に硬く固まった場所がとこ

ろどころにある.表面の凹凸(おうとつ)が激しく，図 12

の写真のような有様である.まだ呼び名がはっきり決ま

っていなし、から，仮にこの雪を風成震ということにする.

風が強L、ところによく見かけるからである.風成雪とは

別に，凹凸がなくて遠くからは表面が鋭のように滑らか

に見える硬い雪がある.これも仮に，硬化雪と名づけよ

う.登山家がよくいう，アイスパーンという雪である.

ヨーロッパアルプスの111には風成雪や硬化雪が発達し，

それ合利用してアノレベンスキー競技が生まれたと聞い

た.それで，昭和43年 2月 18日から一週間，北海道大

雪山系にd;，る旭岳に主まって風成雪や硬化雪を調べること

にした• j也岳の頂上は標高 2，290mである.山腹 1，600m

の高さのところに姿見(すがたみ)池があって，そのかた

わらの噴気口から，いつも噴煙が立ち上っている.

姿見池のそばの尾根の傾斜15。ほどの斜面に，長さ 100

m，幅20mばかりの硬化雪が見つかった.最大傾斜の方

向に総長く付1びた硬化雪である.それから約 100m下

った比較的平らな場所には，もっと広い面積にわたって

風成雪が広がっていた.

この旭岳の主主山には，外国で行なわれたオリンピック

冬季大会に出場の経験がある大平義博氏に同行してもら

った.大平氏が硬化雪の上を高速度で回転しながら滑っ

ても，雪の粉が少しばかり飛ぶだけで，雪の表商はほとん

ど削られない.これなら， 100人ぐらいの選手が滑っても

15 



北海道焔岳の硬化雪の切断面(昭和 43年 2月)

雪は荒れないだろう.大平氏は，この硬化雪なら，オリ

ンピック競技にとって申し分ないと L、ぅ:意見であった.

硬化雪を鋸でひいて作った穴の墜にインキを霧吹きで

かけた.図 13がインキで染まった穴の畿の写真で、ある.

高さ SOcmの穴の壁の全部に Mわたって， 2cmか3cmお

きに，インキに濃く染まった平行線が水平にたくさん走

っている. 硬化雪を厚さ 3cmほどの板に切り出してす

かして見ると，間隔 2cmか3cmの透明な平行線が何本

も見える.さらに務く 1mmほどの薄片に削って偏光顕

微鏡でとった写真が図 14である.図 14の写真の a点か

らb点にかけて，さしわたし 5mmほどの氷の粒がつな

がりあって，上下の表面はでこぼこでありながらも，一

応氷の板を形成している. この氷の絞が， 3cmの厚さ

の硬化雪の板をすかしたとき，透明な平行線として見え

たわけである. また，図 13の硬化雪の切断面の平行線

は，氷板の上にたまったインキのために現われた.

関 14のような雪の組織は特殊なものである.(2)の図

7にあげた6種類の雪の組織のどれとも逢う.それで，

図 14の組織を仮に「硬化雪組織Jと呼ぶことにしよう.

図 15が断面観測の結果である. 積雪構造図にある横線、

は，先ほど述べた氷板を表わす.粒度は示してあるが雪

質記号は書き入れてない.硬化雪の記号がまだ定められ

ていなし、からである.積雪構造図の右の図には，硬度とと

もに密度も示してある.硬度と筏度との大きさは，それぞ

れ，硬度と密度との図の枠の下と上との縁にきざんだ目

盛で読む 図6の北の峯アノレベンスキー競技場の雪の断

面観測図および図 11の北の峯一般スキー場の雪の断面

観測l図と図 15とを比べると，硬化雪の硬度が北の峯のど

ちらの雪の硬度より遥かに高いことがわかる.地面から

15cm ほどの高さまでを除くと，硬度が 8~越える.表

閣下 10cmの深さの雪は 10.5の硬度である.つまり， 1享

さが 35cmも為る非常に硬い雪の板が，多少硬度が落ち

るとはL、え，なお充分に硬い 15cmの厚さの雪の簡の上

にのっているわけである.これほど硬くて厚い雪の板な

ら，オリンピック競技のスキーの衝撃を受けても，こわ

札幌オリンピック冬季大会の雪

図 13

図14 北海道総岳の硬化雪の顕微鏡組織

(昭和 43年 2月)
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これ以上の説明は省略する.

(6 ) 北海道の硬化雪 (11)

前節で述べた硬化雪は，オリンピック競技出場の経験

のある大平氏から，オリンピック競技用として申し分な

いといわれた雪である.それで翌年の昭和44年に，もう

一度硬化雪を調べるため旭岳に登山した.調査した日は

3月の 11日と 12日とである.前年の場所には硬化雪が

なかった.しかしそこから 50mほど尾根に沿って登っ

たところに，見たところは前年のと変わらない硬化雪を

見つけた.

前年と同様に，鋸でひいて穴を作り断面観測を行なっ

た. その結果が図 16である. 前年の硬化雪とは組織や

構造がだいぶ違う.前年の硬化雪の中には氷板がたくさ

んあったが，今回の硬化雪には 3枚しかなかった.図 16

の積雪構造図の横線がその氷板である.前年の硬化雪

は，図 14の顕微鏡写真のような特異な組織であった.

しかし今回の硬化雪は，図 7の表にあるしもざらめ雪で

形成されていた.図 17が，この硬化雪を鉛直方向に切っ

て lmm以下の厚さの薄片とし，顕微鏡で写した写真で、

ある.しもざらめ雪については，次の次の節(8)で説明

する.このように雪の組織は違うけれども，今回の硬化

雪は，硬度が前年の硬化雪を上回る.ただ下層部が前年

のものより弱い.この年は，大平氏にもその他のスキー

選手にも一緒に登山してもらえなかった.したがって，

スキー選手による雪の良否の判断は得られなかった.し

かし，表面の硬度は 9.4で，表面下5cmから 15cmにか

けては 14にも達する硬度の層があるのだから，オリン

ピック競技用の雪として満足なものであることに疑いは

なL、.

前々節(4)で・述べたように，北の峯の一般スキー場で，

オリンピック競技用として一応及第点のつけ予れる雪を

見つけた.そのあと，ほぼ満点、といってよい硬化雪に旭

れることはあるまい.

図 15に見られるように，雪の密度が，地面近くで少し

ばかり 0.5を下回る点を除けば，雪全体にわたって 0.5を

越えている.表面では0.57という大きな値である.硬化

雪は自然にできた雪で・ある.普通，自然、のままにおかれ

た雪の密度が 0.5に達することはない. tこいてい 0.4が

止まりである.この意味で，硬化雪の密度は異常に大き

いといえる.

図 15の左側に温度の図がある.表面の温度はー5.4"C

でさほど低くはないが，中層部の温度はー10"Cより低

く，一13"Cにも達する.この硬化雪は，旭岳の山腹，標

高 1，600mのところにあった.それゆえ， 2月の 20目前

後の雪の平均温度が -10"C以下であっても不思議はな

い.断面観測を行なった日は，よく晴れて日射が強かっ

た. 硬化雪の表面が一5.4"Cの温度に上ったのは強い日

射のためで，一時的な昇温にすきrない.それにしても，

来年のオリンピック競技場の雪が，これほどの低温にな

ることはないであろう.雪の硬度は温度が上れば下が

る.それゆえ，たとえオリンピック競技場の雪を硬化雪

と同じものにすることができたとしても，図 15に示され

たとおりの高い硬度の雪にはならない.しかし，温度が

-5.4"Cの表面でも硬度が 8.4であることから，全体の温

度がー5"C近辺に上っても 8付近の硬度には保持され

るだろうと考えられる.温度と硬度との関係は7.で改め

て考察する.

硬化雪の下は，苔桃にけもも)や岩高蘭(がんこうら

ん)でおおわれた地面で、あった.もちろん硬く凍ってい

た.したがって硬化雪と地面との結びつきは固い.

硬化雪のかたわらに広がっていた風成雪はオリンピッ

ク競技用として不適当と判定された.表面の凹凸がひど

いうえ，硬いのは表面近くの雪層だけだったからである.

雪質は粒の細かL、しまり雪であった.風成雪についての
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札幌オリンピック冬季大会の雪

凶 17 北海道旭岳のしもざらめ裂硬化雪の組織

(昭和 44年 3月)

岳で 2回めくりあった.この間種の雪の硬度から，オリ

ンピック競技用の雪は，この章の (1)の始めにあげた

ように 7ないし 10の硬度であるべきこととの規格を

立てたわけである.硬度の測定法はあとで説明するが，

スコップが突き立てられないほどの雪だったら 7以上の

硬度の雪とみてよいであろう.ただし，硬度が高くても

五干し、雪ならば，スコ、ソプは破って突き抜ける.図 6の北

の峯アノレペンスキー競技場の雪では，地問iのーと 28cmと

35cmのとニろに硬度が8前後の雪の腐があった.しか

し層が薄かったため，簡単にスコップで突き破られた.

それゆえ，オリンピック競技場の積雪に関する規格は，

I也I郊に近い下層哨[)はともかく，中層部とと層部とはその

全体が硬度7ないし 10の雪でなければならないという

意味になる.

硬化雪は特殊な組織の自然、積雪である.なにか特別な

条件のもとでできる雪に違いない.その条件がわかれ

ば，さらに，その条件のもとで硬化蛍が成生する経過が

わかれば，人為的に硬化雪を作る方法が考え出せるかも

知れない.それで‘，低温科学研究所では，第3回，第4

凹の調査を昭和45年， 46年に，同じく旭院の姿見池付

近で行なった.第 3巨lの調査では，姿見池から旭岳頂上

までの聞を広く探し 7個所に硬化雪を発見した.いず

れもj試が強くあたると忠われる場所にあった.しまり雪

が周くつまった組織のものと，しもざらめ雪'が聞くつま

18 

った組織のものとの 2種類の硬化雪のあることも判明し

た.第 1回の調査のときの硬化雪は，特異な組織である

と前に述べたが，しまり雪型としもざらめ型との中間

型であるらしい.第 2回目の調査のときの硬化雪は，明

らかにしもざらめ型である.今年の第4回調査で，硬化

雪に関する知識はさらに積み重ねられた.しかしまだ，

硬化雪の成悶をはっきりつかむにはほど速い感じがす

る.それで，せっかく 4年も続けて調べたにも拘わらず，

来年のオリンピヅグ大会の雪かために，硬化雪について

の知識は応用できないことになってしまった.

(7) 本 ~III[ の硬化雪

本州の長野県八方尾根の雪は，ほとんど全部が硬化雪，

いわゆるアイスパーンであると聞いた.スキ一回転競技

には最適な雪であるという. それで，昭和44年 2月15

日と 16日とに八方尾根に出かけた.前節で述べた北海

道旭!奇での第2凹硬化雪調査の約 1カ月前である.

八方尾根は長野県と富山県との境界にある標高 2，696

mの唐松岳から東にのびる長い広い尾根である.麓の長

野県北安曇郡細聖子まで 7.5kmの間に標高 1，974mの八

方111がある.標高 1，500m と1，700m との間は急傾斜で

黒変の壁といわれる.ここの雪は非常に硬く，アイスパ

ーンと呼ばれるものに相違ない.大せ'¥，、のスキーヤーが

滑降していた.黒遣をの壁の上部で雪に穴を掘って断面観

測を行なった.その結果，問じくアイスパーンといわれ

ながらも，次に述べるように，構造も組織も北海道旭岳

の硬化雪とは全く違う雪であることがわかった.

図 18が断面観測の結果である. この1:6[の地面からの

距離は，図 1の写真のように物指しを傾斜した地函に直

角に立てて測ったものである.雪の厚さは 90cmで為っ

た.積雪構造図が示すように，地面から 60cmのあたり

に厚さ 10cmのしまり雪の層があるほかは，全廃がざら

め雪でできている.表函の下8cmのところに 2cmもの

厚さの丈夫な氷板がある.この厚い氷板の下のたくさん

の償線のうち，氷と印した線も氷板を表わす.ただし厚

さは 1mmか2mmしかない.氷の印のついていない績

線はj脅界線、である.

この八方尾根の硬化雪の表面は極端に硬く， 45という

硬度であった.それを，図 18の硬度の図の枠の右上隅に

(45)として表わした. しかしこの大きい硬度も 5cm

ほど奥にはいれば 14に下がった.それにしても，厚い氷

板の上のざらめ雪は全体がすこぶる硬いわけで、ある.と

ころが，厚い氷板の下の雪では，図の屈曲線が示すよう

に，硬度は小さい.地面から 55cmのところで5に近い

僚にはなるが，その他のところでは3前後の値にすぎな

い.結局， ;jらまり硬くない 80cmほどの厚さのざらめ雪
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図 18 長野県八方尾根の硬化雪の断面綴測図(昭和 44年 2月)

の屑の上に，丈夫な氷板を底とする厚さが 10cmfこも満

たない極端に硬い雪の層がのった構造でゐる.表面のう

す皮だけが硬く，なか味の肉は軟らかし、雪だといえる.

これに反し，北海道の硬化雪は肉白体が硬い雪であった.

北海道の硬化雪と比較して，筏度はほとんど変わらな

いが気温は高い.表面でも，せいせ、い -30Cである.全

層がざらめ雪であることは，この高い277L度によるに違い

ない.次章の (1)で述べるように，ざらめ雪になるのは

温度の高い雪である.

厚い氷絞のとのざらめ雪が非常に硬いのは， J孔の作用

のためではなく，スキーヤーによって固められたためら

しい.黒変の壁より i高度にして 100m以上絞った所にあ

る八方池山荘の裂で，スキーヤーに踏まれていない自然

のままの積雪を調べた.積雪の深さは 70cmで，言受窃か

ら20cmの深さに厚い氷{疫があった. この氷i反が黒菱の

Eまの硬化雪にあったj享い氷板と同じものであることに疑

いはない.しかし，自然積雪の厚い氷板の上にあるざら

め雪の硬度は 3.5にすぎなかった. スキーヤーに踏まれ

なかったならば，黒菱の監の硬化雪の表面隠も，この程

度の硬度にとどまっていたどろうと考えられる.自然積

雪の厚い氷板の下の雪は，硬度の点でも，密度の点でも，

また温度の点でも，黒菱の監の硬化雪の)亭い氷1反の下の

雪とほとんど変わりがなかった.

黒菱のEまの硬化雪の表断層，つまり厚い氷絞の上にあ

るざらめ雪を鉛直に切って作った務j十の顕微鏡写真が図

19である.図 14と図 17との北海道の硬化雪の薄片の写

真と比べると，全く逢う組織であることがわかる.こと

に図 17のしもざらめ型の硬化雪との差がはなはだしい.

しもざらめ型の硬化雪では氷の粒の輪廓が直線的である

のに対し，八方尾根の硬化雪の氷の粒は丸味をおびてい

る.氷の粒が丸いのは，比較的暖かL、土地柄のため，と

きどき雲が少し融けては凍ったためで、あろう.北海道

の山でも，風のない晴れた臼には，日射が強くあたる所

で雪が少し融けることがある.しかし，これは特別な場

合で，北海道の冬山の雪が全層ざらめ雪になるようなこ

とは到底あり得ない.

図 19 長野県八方尾根の硬化雪の組織(昭和 44年 2月)
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iilJ片は雪をアニザンで間め，鈎で削って作る.その方

法は次章で説明することとして，簿j十を作るには雪を

-20
0

Cほどの低温に冷やす必要がある.この温度の低瓶

実験室があれば薄片製作もむずかしくはない.しかし，

八方尾根から雪を融かさずに，キL悦の低温存|学研究所の

低温笑!験室まで、運ぶわけにはし、かなかった.それで，気

温が下がる夜を待ち，宿屋の庭でドライアイスを使って

雪を冷やした.図 19の薄片の写真が，いままでに出した

いくつかの薄片の写真のように鮮やかでないのは，低減

実験室内でのように雪がうまく削れなかったからであ

る.

厚い氷板の上に重なった雪がスキーヤーに踏まれて八

方尾根の硬化雪になったとすれば，この硬化雪ができる

のに強い風はいらなかったわけである.一方，北海道の

硬化雪の形成に強いj武の力がはたらくことに，ほとんど

疑いない.このように，組織や構造の点のみならず，成

悶においても，八方尾根の硬化雪と北海道の硬化雪とは

違う.しかし，調査は八方尾根の 1個所で行なったにす

ぎない.八方尾根でも5JJjの伺所には，さらに本州のほか

の山々には，北海道の硬化雪と同じもの，あるいは似た

ものがあるかも知れない.それはとにかく，同じくアイ

スバーンといわれる雪にも，いろいろな種類のあること

を知り得たのは大きな収穫であった.

4. 曹 の性質

( 1 ) こしまり雪とざらめ雪(組織と構造)

3.の(2)で，図 7の中に積雪の種類の名をあげておい

た.つまり雪質の名である.雪質には 6種類;!oる.その

うちの新雪としまり雪とについては，すでに説明した.

「こしまり雪」は少ししまった雪という意味で，新雪から

しまり雪への変態の途中にある雪につけられた名前で、あ

る.積雪は，降雪中でなければ，日寺とともに表聞が沈下

して薄くなる.この表面が沈下することを雪がしまると

L づ 積雪がしまるのは，積雪を形成している各雪層が

薄くなるため，つまり，しまるためにほかならない.そ

れゆえ，雪がしまるとは雪の変態が進むことと，だし、た

いにおいて，同じ意i沫になる.こしまり雪の組織は，図

5の顕微鏡写真にあるしまり雪の組織を，もう少し叙lか

くしたものと思えばよい.氷の粒が小さいだけで，氷の

粒の形と氷の粒同志、の連結のしかたは，しまり雪の場合

とほとんど変わらない.こしまり雪は，軽く押せば指が

もぐる程度の硬さである.

こしまり雪は，あまり厚くない屑をなして，積雪表宿

の新雪層のすぐ下に広がっているのが普通である.こし

まり雪の層の下には，しまり雪の雪層が何枚も厚く積み

20 

図20 ざらめ雪の薄片の顕微鏡写真 (15倍)

重なっている.そのうちでも，下の方にある雪層はよく

しまっていて非常に硬い この特に硬いしまり雪を「か

たしまり雪jということがある.かたしまり雪の組織

も，しまり警の組織と性質上ほとんど同じである.しま

り雪の組織ia:， ただ大柄にしたものといってさしっかえ

ない.

前章の硬化雪の話の中に， Iざらめ雪」と「しもざらめ

雲」とがで、た.まず，ざらめ雪について考えよう.図 20

がざらめ雪の薄片の顕微鏡写真である.新雪やしまり雪

の氷の粒に比べると，ざらめ雪の氷の粒は非常に大きい

うえ，形が撃っていない.ざらめ雪は，新雪やしまり雪

が，次のような経過をたどって変態したものである.あ

まり~~くない季節には，日中の気温はプラスで夜中の気

温はマイナスである.それで，日中は積雪の表面が少し

ずつ融け，融けた水は積雪の内部にしみ込んで，薄い膜

となって積雪の氷の粒を包む.すると，水の膜の表面張

力で氷の粒は互いに引きょせられ，いくつかの氷の粒が

一つの大きな粒にまとまる.夜になって氷の粒をまとめ

ていた水が凍ると，そこに大きな氷の粒ができあがる.

このような融解と凍結とが毎日繰り返される結果とし

て，新雪やしまり雪からざらめ雪が作られるわけで、ある.

このような経過によるのだから，ざらめ雪の氷の粒が不

整形なのは当然のことといえるだろう.ざらめ雪の氷の

粒は，凍る前には水の朕で、おおわれていた.水の表聞は

滑らかである.その水の膜がそのまま凍るから，ざらめ

雪の粒の表面は，非常にでこぼこしているが，鋭くとが

った所がなく滑らかに湾曲している.図 20の写真に見

られるざらめ雪の氷の粒の切断面の輪部が，複雑に出入

りしているにも拘わらず曲線的なのはこのためで、ある.
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この点で，ざらめ雪としもざらめ雪とは，次節で述べる にも，積雪構造図が書き入れてある.積雪構造図は，ま

ように大いに違う. さに，上に述べた構造を表わす図である.組織と構造と

北海道でも，冬の初めは比較的暖かし、から， t也閣をお の二つの言葉を，ここに説明した意味にはっきり区別し

おったえ)T雪がざらめ雪に変わる.その上に， :1乏し、寒L、冬 て使うと，積雪全体の構成を表現するのに便利である.

にわたって降る雪が積る.この冬の雪は融けることな (2 ) こしもざらめ雪としもざらめ雪

く，新雪からこしまり雪へ，こしまり雪からしまり雪へ 北海道の積雪は寒気にさらされているから，表面が

と変態する.それで，北海道では，しまり~の雪廃が淳 Ooc以下のマイナスの温度である. しかし，硬化雪のよ

く震なったれこ，地図に接するざらめ笥'の震を見るのが うな特別な場合を除くと，積雪の底は地熱で、緩められて，

普通である.春が近づけば，厚いしまり雪もざらめ雲に 雪としてとりうる最高温度の Oocに保たれる.それゆ

変わり，積雪全体がざらめ雪になる.本州の八方尾根の え，積雪内部の脱皮は，図 6のいちばん左の図にあるよ

硬化雪は，図 18の断面綴測結果が示すように，ほんの一 うに，表面から下に向かうにつれ上昇する.つまり積雪

部を残して全体がざらめ雪である.八方尾根の雪を観測 の内部には温度の坂，すなわち温度の勾配がある.この

したのは，冬のさなかの 2月中旬であった.それにも拘 温度勾配が強いと，しまり雪が別の雪質の雪に変わる.

わらず，観測された雪のlilit度は Oocに非常に近かった. それが「こしもざらめ雪jと「しもざらめ雪」とである.

このことから，八方尾根の気候が比較f削変かL、ことがわ しもざらめ雪を作っている氷の粒は，図 21の写真のよ

かる.それで，冬の聞でも，新雪にせよ，たまたま;J;~い うな形である.その形から，この氷の粒が霜の結晶であ

日が続いたためにできたしまり雪にせよ，間もなくざら ることがわかる.寒い夜，空気中の水蒸気が地面にある

め雪に変わってしまうのであろう. いろいろな物体の上に結品して霜となる.霜の結晶は，

特に説明しないで， r組織」と Lづ音楽と「構造」とい 場合々々で形がさまざまに違うが，図 21の写真の氷の粒

う言葉とを，今までに，なんどか使った.組織と構造と のような形をとることも稀ではない.しもざらめ雪の氷

は，日常詰として，似た内容の言葉である.しかし，雪 の粒は，ざらめ雪の氷の粒と同じくらいの大きさである.

の組織または雪の構造というときは，全く異なる意味で さしわたしが 2mm，3mmを越える.氷の粒がざらめ

使われる~雪を構成する氷の粒の形や氷の粒同志の連結 雪と同じくらい大きく，かつ， ;誌の結晶で、あるところか

のしかたが雪の綴織で、ある.したがって，雪の組織とは，

!ilJi依鋭を使ってはじめて見分けられるような雪の細かし、

構成のことであるといえる.今までに新雪，しまり雪，

ざらめ~の簿)十の顕微鏡写真を見た.この 3 種類の雲で

は氷の粒の形も粒同法、の連絡も，それぞれ途トそれゆ

え新雪，しまり雪，ざらめ雪など雪質が違う雪は組織の

奥なる雪であるといわれる.逆に，組織の違いをもとに

分類して雪質を区別したともいえる.組織は薄片に見ら

れるような複雑なものだから，創!かくも大まかにも区別

をたてることができる.雪質は組織を大まかに区別して

定めたものである.同じくしまり雪といわれる雪でも，

さらにおnかく分けることができる.たとえば，しまり雪

の粒度を測定することは，氷の粒の大ささを使って，し

まり雪を訓l!かく区別することにほかならない.

積雪は，たくさんの笠原が積み重なったものである.

北海道の積雪では，表而に新雪隠があり，その下にこし

まり雪の層が広がる.こしまり三雪の下には幾重にもしま

り雪の層が重なって， j?也市lに接する最下層はざらめ雪で

ある このように，積雪がどんな雪質のどれほどの厚さ

の雪層で構成されているかを表わすのに，構造という言

葉を使う.それゆえ，構造は大きな枠で、みた積雪の構成

といえる.今までにあげた数枚の断固観測図には，どれ 図21 しもざらめ雲の薄片の顕微鏡写真 (15倍)
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ら，しもざらめ雪の名がついた.図 21は，霜の結晶であ 粒の尻から蒸発して両方の粒の間の際関の空気にまぎれ

る氷の粒が切断されないよう，比較的淳く作ったしもざ 込み，その空気を通過してきた分子が粒の頭に昇華凝固

らめ雪の薄片の写真である. する.しかし，粒の頭から蒸発する分子の方が粒の頭に

温度勾配のために，しまり雪の氷の粒が霜の結晶に変 昇華凝闘する分子よりも多い.粒の頭の方が，上の粒の

わるのは次のようなしかけによる.積雪の中では下へゆ 尻より温度が高いため，余分の分子を蒸発させるからで

くにつれ温度が昇るから，上下に隣あう 2個の氷の粒を ある.つまり，粒の頭では支出が収入を上回る.このた

考えると，下にある粒の方が上にある粒より温度が高い. め粒の頭は欠ける.粒の尻では，この分子の収支関係が

一つの粒の中でも，尻つまり粒の下端の方が，頭つまり 逆になり，結果として分子が蓄積される.この蓄積され

上端よりは温度が高いはずである.しかし，氷は割合に る分子が霜の結品となるわけで、ある.

熱をよく導くから，頭と尻との温度の差はほとんど乎均 霜の結晶だから，しもざらめ雪の氷の粒は，図 21の写

される.それで 1偲の氷の粒の中には温度の差が全く 哀のように形が直線的である.完全に直線的とはいえな

なく，氷の粒全体が問じ温度であるとしても，たいして いにせよ，結局は水が凍ってできる図 20のざらめ雪の粒

事実にそむかない.それで，上下に隣あうこつの氷の粒 と比べれば，格段に直線的だといえる.こしもざらめ雪

では，下の粒の頭が，せまい隙聞をへだてて，温度の低 は，温度勾配があまり強くない積雪の中にできる.その

い上の粒の尻と向かし、あうことなる.このため，温度の しかけは，しもざらめ雪ができるしかけと同じである.

高い下の粒の頭は蒸発して水蒸気となり，隙間を満たし ただ，氷の粒の尻での水蒸気の昇華凝留が緩慢なため，

ている空気の中を通り抜けて，温度の低い上の氷の粒の 霜の結品の形がよく裳う.それで，こしもざらめ雪の氷

尻に凝闘して霜の結晶となる.その結果，積雪の中の無数 の粒は，しもざらめ雪の氷の粒より輪廓がさらに直線的

の氷の粒は，どれもが，次第に頭が欠け，尻が霜の結晶 である.図 22が，こしもざらめ雪の薄片の顕微鏡写真で

としてせり出す.温度勾配が長い期閥解消されずに存続 ある.

すると，ついには，元からあったしまり雪の氷の粒は全 温度勾配が非常に弱くても，上に述べたしかけは働く

く消えうせ，その代わりに霜の結晶が残る.こうして， から，積雪の氷の粒の尻には霜の結晶が生えようとする.

しもざらめ雪ができあがる. しかし氷の粒には， 2. (3)で説明したとおり，元来，

蒸発とは，液体の分子が液体の表面からとび出して，

空気の中にまぎれ込んでしまうことでおる.固体では，

分子が個体の表面に画く結びつけられている.それで，

周体の分子は，液体の分子のようにはとび出せないのが

普通である.つまり間体は蒸発しない.ところが氷は特

別な固体で，分子が表面からとび出せる.それで，氷は

蒸発することができるわけである.氷のほかにも蒸発す

る固体がし、くつかある.固体の蒸発を，特に「昇華蒸発」

という.液体の蒸発でも，固体の蒸発でも，分子は外か

ら引ずり出されてとび出すのではない.自らとび出す.

そして，液体や国体の温度が高くなるほど分子のとび出

しは盛んになる.一方，空気の中にまぎれ込んでいた分

子が，液体や間体の表面に衝突することもあるだろう.

衝突すると，分子は液体や悶体の表面に落ち着いて，液

体や固体と合体する.これが「凝結Jまたは「昇華凝閤J

である.空気中にまぎれ込んで気体になっていた分子が

液体になることを凝結，国体になることを昇華凝悶とい

うわけである.液体が固体となること，たとえば水が凍

って氷になることが，ただの「凝固」で;¥bる.

以上のことから，温度勾配のある積雪の中の氷の粒の

頭が欠け，尻が霜の結晶としてせりだす理由がわかる.

粒の頭は蒸発で分子を失う.しかし，すぐ上にある氷の

22 

図22 こしもざらめ雲の顕微鏡写真 (15倍)
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丸い形に変わろうとする傾向が備わっている.それで霜 どに固められた雪でも，なお，その体積の半分近くが隙

の結品の成長があまり緩慢だと，この傾向がまさって， 聞になっているわけである.

霜の結晶の形をくずしてしまう.それで，温度勾配の弱 北海道の自然のままの積雪は，表面層の新雪を除けli，

い積雪の中では，しまり雪の氷の粒はそのメLI，、形を保持 しまり雪としまり雪から変態したしもざらめ雪とででき

したまま大きくなる. ていると考えてよい.山の雪は，中層部と下層部とがこ

( 3 )雪の密度 とにしもざらめ雪に変わりやすい.山の中では寒気がき

以上で，新雪からしもざらめ雪に至る 6種類の雪質の びしく，積雪内部に強い温度勾配の現われる機会が多い

説明を終わった.ところで雪質によって氷の粒のつまり からである.しまり雪としもざらめ雪とを比べると，密

方，すなわち密度が違う.もっとも，ある雪質の雪の密 度が同じでも，しもざらめ雪の方が遥かにもろい.それ

度が一つの値にはっきり定まっているわけではない.雪 は，両方の雪の薄片の写真図 5と図 21とを見ればわかる

質ごとに，それぞれ密度の値の範囲があるということで ように，しもざらめ雪では氷の粒同志の連結が非常に弱

ある.その密度範囲は次の表のとおりである. いからである.下層部のしもざらめ雪が，山雪のなだれ

雪 質 密 度 (gfcm') 

新 雪 0.03~0.15 

」ヤ L ま り 雪 0.15~0.25 

し ま 雪 O. 2 ~0.5 

ざ ら め 雪 0.3 ~0.5 

こしもざらめ雪 O. 2 ~0.4 

L もさらめ雪 O. 25~0.4 

この表は，人里の多い平地に自然、に積る里雪について

のものである.高い山にできる硬化雪のような特別な雪

や，人為的に圧縮した雪などは考えていない.また，水

を含んで濡れた雪と北海道の雪のように乾いた雪とを一

緒にしたものの密度範囲を示している.前にも述べたよ

うに，乾いたしまり雪に限ると，密度範囲の上限は 0.5

ではなく 0.4あたりまで下がる.

体積のわかった雪を積雪から取り出し，秤で重量を計

る.重量を体積で割れば「密度」になる. 100cm'の雪

の重量が 30gならば，密度は 0.3g/cm3である.雪が軟

かL、ときは，薄い鉄板製の内容積のわかった箱を積雪に

さし込めば，体積のわかった雪が取れる.硬い雪の場合

は，鋸で四角に雪を切り出し，寸法を物指しで計って体

積を計算する.

密度が大きいほど，氷の粒がつまっていて雪の中の隙

間はせまい.雪の体積のうち，隙聞の体積が占める比率

を「空隙率」とL、ぅ • 100cm'の雪の体積のうち， 30 cm' 

が氷の粒で占められ残りの 70cm3が隙間ならば，空隙、

率は 70%である.密度の値に 109をかけて 100から引

くと空隙率が得られる. 3.の(4)で述べた北海道富良

野市北の峯一般スキー場の雪は，スキーヤーに踏まれて

スコップがささらないほど硬かった.そして密度の最高

値は 0.5であった.上のようにして密度 0.5の雪の空隙

率を計算すると 45.5%となる.スコップがささらないほ

の原因となることが多い.しかし圧縮して密度を大きく

しておくと，しまり雪がしもざらめ雪に変態しても，か

なり高い硬度が保持される.ことに，こしもざらめ雪に

変態した場合には，硬度が増大することも珍らしくない.

図 17の北海道旭岳のしもざらめ型硬化雪は，人為的に密

度を大きくしたわけで、はないが，しもざらめ雪でありな

がら，密度が大きいため，硬度が 10を越える.

(4 ) 硬度，粒度，薄片

この節では硬度の測定法，雪の薄片の作り方，雪の粒

度の決め方を，詳しいことは省いて簡単に説明する.

硬度の測定 図23の写真が積雪表面の硬度測定の有

様でらる.雪の表面に直径20cmのジュラノレミンの円板

を置しその中心に，下端につばのついた真鎗(しんち

ゅう)棒を片手で立てる.まん中に孔のあいた円筒形の

真鈴のおもりを真鍋棒にはめ，他方の手である高さに支

えてから放す.おもりは落ちてつばにあたる.その衝撃

で円板が雪の中に沈む.雪が硬いほど円板の沈みは浅

い.それで，この円板の沈みを物指しで計り，その結果

をもとにして簡単な計算をすると硬度が得られる.以上

は低温科学研究所の木下誠一教授が考案した硬度測定法

である.そのため，このようにして定められる硬度を「木

下式硬度」という.

直径20cmのジュラノレミンの円板のほかに，直径7.5

cmの円板も付属している. 雪が硬くなるにつれ高いと

ころからおもりを落とすようにするとともに，円板を小

さい方に取り替え，円板の雪の中への沈みが7mmか8

mm以上30mm以下に収まるよう加減する 非常に硬

い雪の場合は円板を使わず，真鍋棒のつばの底を直接雪

の表面に九てる.積雪内部の硬度を計るには，積雪に掘

った穴の壁に 1枚の鉄板を水平に突きさす.鉄板の上の

雪を取りのけて鉄板を外せば，水平な雪の面が現われる.

この面の硬度を計れば，それが積雪内部の硬度となる.

積雪用の硬度計には，ほかの種類のものもある.しか
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図23 木 F式硬度計ーによる震直硬!支の測定

作れる.屋外自体が 5
0Cの低温実験室の役目をする.

温度 -20
0Cの低温実験室の代わりには，ドライアイスを

使えばよい. ドライアイスの温度は 78
0
Cだから，アニ

リンを吸い込んだ雪にドライアイスを押しつけて，雪の

中のアニリンを凝固させることができる.こうして丈夫

になった雪を，暖まってアニリンが融けださないうちに，

手早く鈎で潟11る.図 19の八方尾根の硬化雲の薄片は，こ

うして作った.

アニリンは，非常に~~，、ながらも毒性がある.毒性の

ないほかの液体を使いたいのだが，適当なものが見あた

らない.結局，…10
0

C近辺で凝酪し，しかも氷雪ピ融かさ

ない液体ならよいわけである.原理上は零下何度で凝固

する液体でもかまわない. しかし凝固点が 10
0

Cよ

り高くても低くても，実際問題となると使いにくい.そ

れに，値段が安く手に入れやすし、ものでないと困る.こ

んな条件がつくため，アニリンを除外すると，適当な液

体はなくなってしまうのである.

粒度の決め方 雪層を構成している氷の粒の大小を表

わすのが粒度 a，b， c， d， eで為る.粒度と氷の粒

し，木下式硬度計は，図 23の写真のようなもので，こわ のさしわたしとの関係は， 3. (2)の図 7に書いてある.

すにも骨が折れるほど頑丈なうえ，使用法は簡単である. 図24のような「粒度板」を用意する. lmm目盛の方眼

それで，現在，いちばん広く使われている.前にも述べ 紙から，適当な写真操作で，黒地に白線で方眼を書いた

たことだが，木下式硬度とは， 1底が平らな物体で雪を抑 方限紙を作る.それをビニーノレ製の定期券ばさみに入れ

し沈めるとを，雪が示す拭抗力の 1cm2あたりの伎を kg たのが粒度板である.

で表わしたものである. 雪層を氷の粒にほくして粒度板の上にばらまく.方

雪の薄片雪の組織は紺iかし、から，雲をJiiimmか2/10 限紙の lmmおきの白線を使って，肉眼で氷の粒の大き

mmの薄い板に削って顕微鏡で観察しないと，はっきり さの範囲を決めれば粒度がわかる.氷の粒は大小さまざ

見えない.しかし，雪は際関が多いためにもろく，刃物

を直接あてて削るわけにし、かない.それで、隙間を丈夫な

間体でつめて，雪全体を丈夫にする.アニリンという氷

を融かさない液体が為る. アニリンはー100Cで凝闘す

る.温度がー50Cぐらいの低温実験室の中で，金物をひ

くのに使う鋸で雪をマッチ箱ほどの大きさに切り，アニ

リンに浸す.プニリンは雪の中に吸い込まれ，雪の中の

隙聞を満たす.アニリンを吸い込んだこの雪を 20
0

C 

ぐら品、の温度の低混実験室に移すと，アニリンは雪の隙

間を満たしたまま凝固するから，雪は非常に丈夫になる.

それをよく切れる鈎で削って薄い板，すなわち薄片にす

る.少し線留すれば， Jiiimmあるいはそれ以下の厚さに

も削れるようになる.しかしこのままの薄片では，氷の

粒と粒との間につまった間体のアニリンが不透明なた

め，顕微鏡観察には不便である.それで薄片を -50Cの

低混実験室に戻し，アニリンを融かして透明にしてから

顕微鏡で見たり写真にとったりする.

気温が OOC以下で -WOC以上ならば，屋外でも薄片は
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まだから，たくさんの粒を見て，粒のさしわたしが何mm

から何mmまでの間にはいるかを定めるわけで、ある.粒

度板の上の氷の粒の形を見ると，ほぐした雪層の雪質が

わかる.なれると，ただ雪層を見たとさの感じゃ雪層に

さわったときの感じだけで雪質は決められる.しかし，

決めかねる場合もある.そんなときは，ほぐした粒の形

から判断するとよい.

5. 雪かため予備試験

3.では，昭和43年と昭和 44年との二冬にかけて，ど

れほどの硬さの雪ならばオリンピック競技用として使え

るかを調査した結果について述べた.ここで，またこれ

から先でも，昭和43年の冬あるいは 44年の冬というの

は，昭和42年から 43年に，昭和43年から 44年にまた

がる冬のことである.この調査と平行して，実際にオリ

ンピック競技大会が開かれる手稲山の雪を回める予備試

験も行なった.この5.は，その予備試験についての話で

ある. 第3回目の冬， すなわち昭和45年の冬からは，

札幌オリンピヅク組織委員会， 日本スキー連盟，自衛隊

によって，ほぼできあがった競技場全体にわたる雪かた

めの本格的試験が開始された.それについては，次の 6.

で述べる.

図 25が手稲山スキー回転競技場の地図である.男子

大回転，女子大回転，男女回転の 3個の競技場が，いず

れも，山の北側の斜面に造成された.各競技のコースの

全長と斜度とを表わすと次の表のようになる.

実回転 il実回転 2lZ団長 |男子回転|女子回転

全 長 I1.168ml 1.176ml 1.228ml 491m I 439m 

平均斜度 I 22'22' I 22'18' I 17'06' I 25'29' I 24'17' 

最大斜度 37。 。nv 
o
，u 

-

。4
 

n
t
u
 。7

 

9
“
 

37' 

( 1 ) 雪かため第 1回予備試験

雪かための第 1回予備試験は昭和43年 1月 23日に，

図25のP，Qと印した 2個所で開始した.競技場は，た

だ樹木を切りはらっただけの未完成の状態であった.

女子大回転競技場の P点に積っていた自然のままの積

雪の断面観測結果が図 26である.積雪の深さは 160cm

であった.上層の泌は新雪で，中層のyaはこしまり雪で，

下層のMはしまり雪，ざらめ雪，こしもざらめ雪でできて

いた.みな硬度 1以下の軟らかし、雪である. 2.の図 6に

は，この手稲山での調査のあと 1週間たって行なった富

良野市北の峯の自然積雪の断面観測結果がのせてある.

札幌オリンピック冬季大会の雪

①手稲山頂(海抜 1，024m).②男子大回転，⑥女子

大回転，③男女回転，③④⑤⑨リフト，ロープ

ウェー，⑦駐車場，⑨⑬雪かため第 1回予備試

験を行なった場所.

図25 手稲山アノレベンスキー競技場地図

北の峯の雪の硬度は 2に達していて，手稲山の積雪より

は硬い.しかし，これから，北の峯の雪の方が手稲山の

雪よりいつも硬いということはできない.積雪の深さや

硬度や密度は，同じ場所でも，年により時期によってい

ろいろに変わるからである.それにしても 1月下旬の

北海道の山の自然、積雪は，だし、t.:.l、の所，図 6や図 26で

表わされる性質のものであると考えてよいであろう.

厚さが 160cmもある P点の自然積雪表面に 1m四方

の区画を 3個所作り，第 1の区画では「素かため」第 2

区画では「水かため」第 3の区画では「塩かため」を行

なった.ここで、素かためとは，雪をスキーを外した靴だ

けの足で踏むこと，つまり，つぽ足て、ただ踏むことであ

る.水かためは 10ないし 201の水をまきながらつぼ足

で踏むこと，塩かためは 1kgほどの塩をまきながらつぼ

足で踏むことである. 素かためでは 20回踏み， 15分か

かった.踏んだ所は 40cmの深さの穴になり，雪の密度

は 0.36に，硬度は 3ないし 10に上昇した. 踏む前の雪

の密度と硬度とは，図 26に示されているように，それぞ

れ 0.2および 1以下であったわけで、ある.

いま踏んだ雪の硬度が 3ないし 10に上昇ーしたと書い

た.これは，踏んだ雪の表面上いろいろに場所を変えて硬

度を計ったら，計るたびに測定値が違い.3から 10まで

の問のいろいろな値が得られたということである.つま

り踏んだ雪は均一で・ないということである.つぼ足で、踏

むのだから，どこでも雪が同じ力で圧縮されるというこ
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1月23日に素かためした雪をそのままにしておいて，

2週間たった2月6日に再び調べた.この 2週間の聞に

密度はほとんど変わらず.0.36から 0.37となったにすぎ

なかった.しかし，雪の中の氷の粒の焼結によって，硬

度は5ないし 35に上っていた.全体としてみると，硬

度が 2倍から 3倍に増したわけで，好ましい結果である.

7こだ硬度のむら，つまり硬度の測定値の分散の度合が非

常に増大した.これは雪が非常に不均一だということ

で，歓迎すべきことではない.しかし，これでとにかく，

1月下旬に手稲山の雪を踏んで 1週間か2週間おけば競

技に適する硬さの雪が得られる見当はついたわけであ

る.

水かため雪も塩かため雪も，素かため雪と全く同様に

して調べた.踏んだ直後の水かため雪の密度は0.36で，

素かため雪の密度と同じであった.しかし硬度は3以下

にとどまり，素かため雪に比べると非常に劣っていた.

ところが2週間たったら，密度は 0.45に増し硬度の最高

値は45にも達した.これで見ると，素かためより水かた

めの方が確かに効果が大きい.しかし，水の得にくい冬

の山で水をまく手聞を考えると，この程度の効果では引

きあわないことになるかも知れない.塩かため雪で、は踏

んだ直後の密度，最高硬度が 0.39および9であり.2週

間後のものが 0.42と21とであった. 硬度が素かため雪

に大分劣る.それで，塩かためは，手間がかかるだけで

得にはならないと判断した.

P点の雪を 2回目に調査した2月6日に，図 25のQ点

で、新たに素かため，水かため，塩かためを行なった. p 

点は傾斜が比較的ゆるい場所であるが.Q点は傾斜が非

常に急である. 斜度が 30'を越え，踏むたびに雪がくず

れ落ちる.急な斜面では雪を充分に圧縮することの困難

を経験した.このQ点の雪を，それから 1週間たって，

もう一度調べた.詳しいことは省略するが，結局. p点

で、得たのに似た結果となった.つまり，素かためでも，

1週間おけば雪が充分に硬くなること，水かため雪は素

かため雪より硬いこと，塩かため雪は素かため雪に硬度

の点で劣ることが再び確かめられた.

以上あげた密度や硬度の数値は，すべて，積雪表面近

くの層についてのものである.固められた表面層の下は，

自然のままの硬度 2以下の軟らかL、雪である. この点

で， この予備試験で固めた雪は. 3. (2)で・述べた北の峯

アルペンスキー競技場の雪と変わらない.

(2 ) 雪かため第2回予備試験

この(2 )で述べるのは，昭和44年の冬に行なった第

2回目の雪かため予備試験で、ある.前年の第 1回予備試

験によって，つぼ足で、ただ踏むだけの素かためでも，雪

札幌オリンピッ F冬季大会の雪

図26 手稲山の自然積雪の断面観測結果.
図25のP点の雪(昭和 43年1月23日)
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とはあり得ない.それゆえ，これは当然、の結果といえる.

スキーで圧縮する場合でも，雪上車で圧縮する場合でも

同様で、ある.それで，圧縮された雪の硬度は，上と同じ

ように，測定値の分散範囲で表わすのが適切であろう.

しかし，これは少し煩わしい.それで今後は.tこいてい

の場合，たくさんの測定値の平均値を使って硬度を表わ

すことにする.硬度がただ 1個の数値で与えられていた

ら，それは平均値でおって，実際の測定値はその数値の

上下5割ぐらいの範囲内に分散しているものと考えてほ

しい.たとえば硬度6とあったら，実際の測定値が 3か

ら9までの閑に分散していたと考えるわけである.自然、

のままの積雪はだいたし、均質だから，硬度の測定値はあ

まり分散しない.分散範囲は平均値の 1割か 2割の程度

tことどまる.
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に充分な硬度を与えうることが判明した.それで，この

第2回予備試験は，もっぱら素かためで行なうことにし

た.前節で述べたとおり，塩かためには何らの利点もな

いし，水かためは素かために比べ効果が大きいけれども

水をまく手聞がたいへんである.

この第2回の予備試験を始めるにあたっては，さらに，

前年行なったオリンピックスキー競技用の雪が満たすべ

き条件の調査の結果も考慮、に入れた. 2. ( 1 )にあるとお

り(a)硬度が 7ないし 10であること (b)密度が 0.5付

近であること (c)雪の厚さが 30cmないし 40cmで

あることが，オリンピック競技用の雪に対する規格であ

る.このうち (c)の規格は，主としてあまり厚い雪で

は全層にわたって雪を固めるのに，作業上よけいな手聞

がかかるとの考えによって立てられたものである.しか

し，手間の問題は別にしても，あまり厚くない方が，地

面が凍って雪と地面との結合が強固になるという利点が

ある.その他，まだ知られていない得失があるかも知れ

ない.それで雪が積りすぎたら雪を取り除き，雪が足

りないとぎは雪を補って，いつも雪の厚さが一定になる

ようにして踏み固める試験も行なった.

厚く積った積雪はいくら踏んでも，表面近くの雪しか

固まらないことが，前年の予備試験によっても，また前

年の北の峯アノレペンスキー競技場の調査からもわかって

いた.前年の予備試験では，実際，同じ 1m2の雪を 20

回も踏んだのである.それで、も，厚さ 10cmほどの硬い

雪が表面にできただけで，その下には白然のままの軟ら

かし、厚い雪の層が残った.全体にわたって硬い積雪を作

るには，雪が積るあとからあとから頻繁に踏むよりほか

あるまい.それでこの第2回予備試験では昭和23年の

暮の 12月23日に始めて昭和44年 1月31日までに8回

の素かため，つまり，つぼ足雪踏みを実施した.平均す

ると 5日に一度の雪踏みとなる.もっと頻繁に踏みたか

ったが，途中に正月休みがあるうえ，手稲山の試験地は

札幌の低温科学研究所からはかなりな距離にあり，思う

ようにはならなかった.

試験地は手稲山の中腹にある一般スキー場の頂上近く

の平らな所に選んだ.海抜450mで， リフトを利用すれ

ば楽に着くことができる.スキー回転競技場の中に選ん

だ前年の試験地へは，交通の便が悪く，到底通いきれな

い. 試験地を，一つが面積 5mx8m=40m2の4個の

長方形に区画し，第 1の区画では雪を積るに任せた.こ

の区画を「自然区画」と名づけよう.自然のままの雪が

ある区画という意味である.第 2の区画では，雪を除い

たり加えたりしないで，自然、に積るままに雪を踏んだ.

この区画を「圧雪区画」と名づける.普通，雪を踏んで

札幌オリンピヅグ冬季大会の雪

圧縮するとすれば，この区画でと同じ踏み方になるから

である.第 3と第4との区画では，雪を加えたり除いた

りして，し、つも雪の厚さが40cmまたは 20cmになるよ

うに踏んだ.第3区画と第4区画とを，それぞれ140cm

区画JI20cm区画」と呼ぶことにする.

以上の雪かため予備試験の結果の説明は，かなりの紙

数を要するため，次の(3 )以下に送る.この予備試験

の機会を利用して，雪をつぼ足で踏む場合とスキーで踏

む場合とで，雪かための効果にどれほどの差がでるかを

一度調べてみた.次に，それについて述べる.

6人か7人の男子が互いに肩を組んで、 1列に並び，細

かく足を運びながら，ある距離を横に歩く.そのあと同

じようにして始めの位置に戻る.こうすると雪が，幅が

スキー靴の底の長さに等しい帯の形に踏まれる.次に，

全員がスキー靴の底の長さだけ前に出て，上と同じよう

に横歩きで往復する.こうすれば，広い面積の雪をまん

べんなく踏むことができる.Iつぼ足踏み」はこうして行

なった. 1個所の雪はひとりによって，右足で2回左足

で2回つごう 4回踏まれる.それゆえ 6人が肩を組んだ

とすれば， 24回踏まれることになる.ずいぶん丹念な踏

み方だが，それで、も，ひとりが 1時間に踏む面積は 15m2 

になった.つぼ足で踏んだあとは，スキーをはいた足で、

叩いて平らにしあげた.

スキーをはし、ていては肩が組めない.それで一人ずつ

が，次々にスキーで叩まながら，踏み残しがないように

雪の上を横に歩いた. 1個所の雪が叩かれる数を，つぼ

足踏みのときと同じになるようにした.これが「スキー

踏み」である.

つぼ足踏みもスキー踏みも， 1月28日に，深さ 80cm

の自然に積ったままの雪について行なった.この自然、の

雪は，地面から 33cmの高さまで，密度が0ふ硬度が 0.2

の軟らかし、しもざらめ雪で，その上は表面まで新雪であ

った.新雪の密度と硬度とは，それぞれ 0.08ないし 0.2，

0.01ないし 0.13である.結局，上から下まで全部が非常

に軟らかL、雪でできた積雪である.3日たった 1月31日

に，踏んだ雪に穴を掘り断面観測を行なった.水でうす

めたインキを霧吹きで吹きかけたあとを炎であぶった穴

の壁の有様が図 27の写真である.写真Aがつぼ足踏み

の雪で，深さは40cmである.踏む前の自然の雪の深さ

は80cmであった. 写真Bはスキーで踏んだ雪である.

墨で、書き入れた点線の上は 3日の聞に新たに積った新

雪だから，スキー踏みの雪の表面は地上60cmの点線の

位置にある.つぼ足踏みの雪の断面写真Aでは，新たに

積った雪が取りはらってある.

写真A，Bに現われているように，つぼ足踏みの雪と
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図27 つぼ足で踏んだ雪Aと，スキーで踏んだ雪Bと

の， 3日あとでの断面の写真(昭和 44年 1月31日)

Aでは踏んだあとで積った新雪を除去してある. B 

では点線から上に踏んだあとで積った革rr震が残って
いる.

スキー踏みの雪とでは構造が全く違う.写真Aで‘みる

と，積雪の厚さの上半分がつぼ足でかき古しされている.

ところどころに，下半分にまで，つぼ足の力が侵入した

あとがある.つぼ足の力が及んで、かき乱された雲には，

自然、の雪で認められる図 9の縞模様が全然見えない.こ

れに反し，写真Bのスキー踏みの雪では，あちこちに食

い違いができたとはし、え，縞模様がはっさり残っている.

だいたい点線から下20cmあたりまでがスキー踏みの力

の及んだ範聞である. この二つのwr街写真からだけで

も，つほ足踏みの方がスキー踏みより，雪かための効果

で遥かにまさることがうかがえる.そして実際に，次の

表にあるとおり，つぼ足踏みの雪の硬度は，スキー踏み

28 

の雪の硬度の数倍から十倍以上にも達した.

務の む硬前度 1時間後の硬度 3日後の脱皮

60 0.007 1.5 0.4 4.3 0.5 0.08 

45 0.04 1.4 0.13 3 0.5 0.2 

20 0.15 0.4 0.14 2.4 0.2 0.13 

つぼ足 iスキー 自然

この表のいちばん左の行は，硬度を調べた雪の地面か

らの高さを示す.それも，踏む前の自然のままの積雪内

での高さである.たとえば高さ 60cmの雪は，自然積雪

の中で地面の上60cmの所にあった雪で，踏まれたあと

は60cmよりずっと地面に近づいた.しかし，踏まれた

あとの高さは，表が混j¥jf:するから書き入れてない.第 2

行ーから右にある数字は，すべて硬度を表わす.第 2行に

ある数字は踏む前の自然積雪での硬度，第 3行の数字は

踏んでから 1時間後に青|った硬度，第41']"の数字は踏ん

で、から 3日後の硬度である.いちばん下の列に，つぼ足

踏みの雪とスキー踏みの雪との区別が示してある. 3日

後の行の最下列にある「自然」は，その上の数字が踏ま

なかった雪の硬度であることを表わす.

先ほどいったように，つぼ足踏みの雪はスキー踏みの

雪に比べ，地部からどの高さでも，踏んでから 1時間後

でも 3日後でも，硬度が数倍以上大きい 自然、のままに

おかれた雪も， 3日の間に少しばかり硬度がふえた.そし

て，硬度は上で小さく下で大きい.しかし踏まれた雪

ではこの関係が逆である.硬度はーとでつζきく下で小さ

い.上にある警ほど強いカを受けて，こわされる程度も

圧縮される程度も高L、からである.しかし，この程度も，

つぼ足踏みの場合とスキー踏みの場合とではたいへんに

違う.表にでている雪の中でいちばん高い 60cmの雪に

注目すると，スキー踏みの場合の硬度は 1時間後に 0.4

で 3日後十こ 0.5である. つまり踏まれた直後に硬度は

確かに増したが，そのあとはほとんど上昇しなかった.

これは，スキー踏みでは雪があまり強くはこわされない

ため，氷の粒と粒との焼結が短時間のうちに完成してし

まうからである.一方，つぼ足踏みの場合には 1時間

後に1.5であった硬度がその後の 3日間に4.3まで 3倍

にも増した.つぼ足踏みでは，蛍が，氷の粒が一つ一つ

ばらばらになるまでほぐされたあと，よくつまった密度

の大きい雪として落ち着く.そのため焼結が完成するま

で長い時間がかかる.その代わり，焼結が完了したとき

には丈夫な雪ができあがる.

地上60cmの雪は，はじめ硬度が 0.007しかない非常



に軟らかし、新雪でふった.それが，つぼ足で踏まれたあ

と3日開放置されたら硬度が 600倍に及ぶ硬度 4.3の雪

となったわけで、ふる しかし，このことから，つぼ足踏

みの硬度明大効果が 600倍であると L、うのは適当で、な

い.この~は，踏まれずに自然のままにおかれても 3

日!日百こl変!支君子 10倍の 0.08に増大したからである. それ

で，つぼ足lPt'みの硬度増大効果としては， 3日後のつぼ足

付みの雪と自然のままの雪との硬度の比4.37-0.08=54

1音をとるのがよいであろう.同じようにしてスキー踏み

の硬度柏大効果を計算すると 0.57-0.08=6倍となる.つ

まり.ス当ー踏みの効果はつぼ足踏みの効果の%にすぎ

ない.

これでスキー踏みでは到底，オリンピックのスキー競

技に耐えられるほどの硬さにまで雪を固められないこと

がわかる.スキーと雪上車とで、は接地圧がたいして違わ

ないから，雪上車を走らせればスキー踏みをしたときと

同じ程度に雪が固まるだろう.それに，スキー踏みをす

るくらいなら，雪上車を使う方が能率の点で遥かに有利

である.スキー競技場は広く，その中には雪の硬度が 2

ないし 3ぐらいでも間にあう所がある.そのような所の

雪かためには，次章で述べるように，実際に雪上車が使

われた. もっとも，スキー踏みでは雪が充分に固められ

ないとはいっても，このスキー踏みは間歌的なスキー踏

みのことである.新雪がある厚さに積るごとに数回スキ

ーで踏むことにすぎない.これに反し，一般スキー場で

のように，雪が降るあとからあとから大ぜ、いのスキーヤ

ーによって直ちに踏まれる場合には，前に述べたように，

スキー踏みによっても雪は充分硬くなる.

つぼ足踏みとスキー踏みとの比較に使った上の雪は，

すでに 80cmの厚さに積っていた自然積雪である.上の

表にあるとおり，つほ足で踏んで 3日おL、ても，下部の

硬度は 2をわずかに越えるほどにしからならかった.上

部でもイの程度になったにすぎない.これも，厚く積っ

てしまうた雪は，オリンピックのスキー競技に適するほ

どに固めることができないことを示すーっの例である.

次の(3、は，これとは違って，新雪が厚くならないうち

に踏λかため，硬い雪の層が次々に重なるようにした場

合の話である.

(3 ) 雪かため第 2回予備試験の結果

前自iH2)のはじめに述べた圧雪区画 40cm区画，

20cm区画の 3区画で， 12月23日から 1月31Elにわた

って 8同行なったつぼ足雪踏みの結果をまとめたのが図

28で九る.雪を踏むには，前節にあるように， 6人か7

人の男子が肩を組んで細かく横に歩いた.雪踏みが終わ

ったあと 1時間ほどして，踏まれた雪の断面観測を行な

札幌オリンピック冬季大会の雪

った.図 28の上の縁に，雪を踏んだ日付が入れてある.

R付の下に，縦縞のあるやや広い帯と横縞のある細L、帯

とが並べてある.縦縞の帯と横縞の帯主は，それぞれ，

断面観測の結果実Hられた，踏んだ雪の硬度と密度との鉛

直分布を表わしている.

縦縞の帯を硬度図，横縞の帯を密度図と呼ぶことにし

よう. 1月 1日の日付の下にある縦の目盛は地面からの

高さである.硬度と密度との大きさは，今までのグラフ

方式によらず，五回L、縞，太い縞，塗りつぶしの 3段階を

使って表わした.いちばん上の圧雪区画の図の中央上部

に書き入れたIZIにあるように，塗りつぶしは，硬度では

8以上，密度では 0.45以上を表わす したがって，塗り

つぶしの雪は， 3.で、述べたオリンピック競技用の雪の規

格を満たしている.太い縞は硬度が5から 8まで，密度

が 0.40から 0.45までの雪を表わす. この雪でもかなり

硬い.スコップも突きさしにくいほどである.細い縞は

硬度 5以下，密度 0.40以下を示す.しかし， 40cm区画

の 12月23日の硬度 2の雪の場合を除けば，ほかはみな，

3以上の硬度， 0.30以上の密度である.なお，雪踏みは

1月 25日にも行なった.しかしその日の断面観測結果

は図 29に書き入れてない.

オリンピック競技大会は 2月3日から始まる.その 3

目前の 1月 31日に，競技場の雪が図 28の右端の図のよ

うな硬さになっていれば，だいたい間にあうのではある

まいか.なかでも 40cm区画の雪なら充分だといえるだ

ろう.深さ 45cmの雪が，下部の 20cmの厚さを残して

5以上の硬度であるうえ，表面には硬度が 8を越える厚

さlOcmの硬い雪の層がある.密度は，ほとんど全体に

わたって 0.40より大きい これならスキーはよく滑る

し，スキーにもあまり削られないであろう. 20cm区画

の雪でも，なお，良いと思われる.雪の厚さを 20cmに

するつもりではあったが， 図 26にあるとおり 1月 31

日のこの区画の雪は 28cmの厚さになっていた.上半分

の 13cmは硬度5以上であり，表面には， 40cm区画iの

雪と同様，ほぼ 10cmの厚さの硬度 8以上の硬い雪の層

がある.ただ，実際の競技場の地面は凹凸がひどL、から，

雪を 20cmの厚さにしたので、は，ところどころで雪の上

に地面が顔をだす心配がある.なお，40cm区画と 20cm

区画との雪の図にある「加」と「除」との記号は，それ

そ'tL，雪が足りないため雪を加えて踏んだことと雪が多

すき、るため雪を除いて踏んだこととを意味する.

1年前，北海道富良野市北の峯の一般スキー場の雪を

調べた結果が， 3. (4)に図 11として表わしてある.こ

の雪は，当時同じく北の峯で行なわれていた北海道アル

ベンスキー競技大会の役員がオリンピック競技用として
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図 29 (a)(b):北の峯一般スキー場の踏み

固められた雪の硬度と密度 (c) :大雪山

の硬化雪の硬度と密度
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図28 平均 5日おきにっぽ足で踏み固めた雪の硬度と街度.手稲山で行なった第 2回雪かため

予備試験の結果である.試験期間は昭和 43年 12月23日から昭和 44年 1月31日に至る.

20日

硬度園圃圃 密度
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11111固 0.40-0.45

5以F川川川阿 0.40以F

[40cm区画]

[20cm区画]

5-8 

充分使えると判定した雪で、ある.図 11を図 28と同じ形

式で書き直すと図 29の (a)と(b)とになる.どちらの

図の雪も，表面に硬度8以上の硬い雪の層があって，そ

れぞれ，図 28の 1月31日の 20cm区画と 40cm区画と

の雪に似ている.しかし，北の峯の雪は，数字 2を書き

入れて表わしたように，中層部は硬度が 2から 2以下の

雪である.これに反し，雪かため予備試験で、作ったつぽ

足踏みの図 28の雪には，このような軟らかL、中層部がな

い.したがって，このつぼ足踏みの雪の方が北の峯一般

スキー場の雪よりも全体として硬く，オリンピ、Y!J競技

用としてさらに適しているといえる.しかし，つぼ足踏
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みの雪も，大雪山にあった硬化雪にはかなわない. 3. 

( 5)で、述べたように，この硬化雪には，外国で行なわれ

たオリンピック回転競技出場の経験のある大平氏が，オ

リンピック競技用として申し分ないと折紙をつけた.硬

化雪の硬度と密度とを示す図 15を書き直したのが図 29

の(c)である.硬度図は下部のMを残して塗りつぶして

ある.つまり，全体の厚さの%が硬度8以上の雪である.

千密度は，上から下まで 0.45を越えている.

前にいったように，図 28に示した硬度や密度は雪を踏

んだあと 1時間たって測定したものである. 1時間の間

に，新たに踏まれた表面の雪は，氷の粒の焼結がある程

度進んで，かなり硬くはなる.しかし氷の粒が充分に焼

結するには少なくとも 3日か4日はかかる.それゆえ，

前の段落の考察では，その当日に踏まれた表面の雪を除

外して考えるべきだったであろう.競技当日に雪を踏む

ことはおそらくないと思われるからである. 図28の40

cm区画の 1月31日の雪についてみると，水平点線 sと

tとの間にある雪を 3目前の 1月28日に新しく踏み固

められた雪とみてよい.新しく積った雪を踏んでも，そ

の下にある前に踏んだ雪は，硬くなっていて，ほとんど

沈下することがなL、からである.こうして， 40cm区画

の雪で 1月31日に新たに踏み固められたのは，水平点線

sの上にあるわずか 3cmの厚さの表面層であることが

わかる. 3cmの厚さしかない雪だから，これを考慮に

入れても入れなくても大勢には影響がない.それで，先

ほど得た40cm区画と 20cm区画との雪がオリンピック

競技用として使えるとL、う結論を変更する必要はないで

あろう. 20cm区画では 1月31日に新たに踏まれた雪

はなかった.

図 28の最上段の圧雪区画の雪でも，なお，オリンピッ

ク競技用として，危うくではあるにせよ，間にあうので

はおるまいか.この区画では，雪の厚さを加減しないで

雪が積るに任かせて踏んだ. 1月31日の硬度密度図の

上に破線の囲いがある.固いの上縁の高さは地上 70cm

である.この日，地上 54cmの水平点線 pから囲いの上

縁まで，厚さ 16cmの新雪があった.それを黒く塗りつ

ぶした 6cmの厚さの雪に踏み固めた. この部分を上に

述べたことによって除外すると， 1月 31日の雪は，中層

部に硬度8以上の硬い雪の層のある，全体としては硬度

3以上 5以下の比較的軟らかし、雪となる. 1年前に北

の峯で、開かれた北海道アノレペンスキー競技大会の雪の図

6を書き替えたのが図 30である. この競技大会の雪に

は硬度が 8を越える部分がない.しかも大部分の雪が，

印2で示したように， 2を下回る硬度である.図 28の圧

雪区画の雪に比べると硬度の点でも密度の点でも遥かに

札幌オリンピック冬季大会の雪

劣る. それでも図 30の雪で北海道アルペンスキー競技

大会が無事に行なわれた.それで、，この競技大会の雪に

まさる圧雪区画の雪なら，オリンピッグ競技用として全

く不適当なことにもなるまいと考えるわけである.

自然区画の雪，つまり全然踏み固めない雪についても，

雪踏みの日ごとに断面観測を行なった.その結果を見る

とを越える硬度が測定されたことが一度もない.比

較的硬い下層部の雪でも，硬度は 0.1ないし 0.3にすぎな

い.自然のままにしておけばこんなにも軟らかL、雪が，

つぼ足踏みによって，図 28に示したような硬い雪になっ

たわけで、為る.この第 2回雪かため予備試験では雪踏み

の日数がさほど多くなかった.ことに，年末から正月の

20日にかけては 1回の雪踏みがあっただけで、ある.それ

でもオリンピック競技用として使える雪がで、きた.実際

のスキー競技場は広L、から，この予備試験でのように丹

念に雪を踏むわけにはL、くまい.しかし雪踏みの日数は

ふやせるであろう.それによって，この予備試験で、得た

程度の雪が作られることになるだろうと期待される.

図28に示したように雪全体が硬くなったのは，雪の積

り始めから何回にもわたって雪を踏んだからである.厚

く積ったあと踏んでも，中層部と下層部とが硬くならな

いことは，今まで、にあげたいくつかの例から明らかであ

る.

(4) 雪かため第2回予備試験結果の検討

この節は， (2)， (3)で、述べた雪かため第 2回予備試

験結果の細かし、点についての検討である.

図30 北の峯アノレベン

九キー競技場の雪の
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図28最上段の圧雪区画の図の左隅にあるのは， 12月 低値がー11.0
0

Cだから，全体としてかなり低い温度であ

23日に自然区画に積っていた自然積雪の構造図である. る.それにこの1温度は，断而観測のときに測定した温度，

構造図に書き入れたいろいろな記号の意味は， 3. (2)の すなわち昼間の温度である. 1月 2月の札幌では，毎

図7に示してある.構造図の上の縁から右に向かつて破 日，気温が 10"Cほど上下する.つまり最高気温と最低気

線がでて， 1月9日から 1月31日までの 5筒の硬度密度 温との差が約1O"Cである.手稲山でもこの程度あるい

図の上方にヲlかれたやや太い水平線をつないでいる.こ はこれ以上の気温の上下があるに違いない.このことか

の水平線は自然、積雪の表面の位置を表わす. 5箇の硬度 ら，夜間の低温を考慮にいれて，手稲山の積雪の平均表

密度図の上には，また，それぞれの日に新雪があった範 面温度をー1O"C以下と推定してよいであろう. 2. (4) 

囲が破線で四角に囲つである. 1月31日の場合を除く で、述べたように，雪の中の氷の粒は温度が高く O"Cに近

と，囲いの上の縁が自然積雪の表面を示す水平線と一致 いほど焼結しやすい.手稲山の雪かため予備試験地の雪

する.つまり，圧雪区画の雪と自然区画の雪とで深さが も，もう少し温度が高かったら，図 28に示した硬度を大

同じであった.踏むたびに圧雪区画の雪はへこむ.とこ 分上回る硬度をもつようになっていたで、あろう.

ろが，この予備試験地は風が強くあたる所であった.そ 踏まれた雪は，氷の粒の焼結が時とともに進んで，ど

れで踏まれて低くなった圧雪区画も，次の雪踏みの日ま んどん硬くなるはずである.あと戻りして硬度が減少す

でに，風に送られた雪で、自然区画の雪と同じ高さまで埋 ることはないはずである.ところが，図 28を見ると，硬

められていたわけで、ある.ただ 1月28日から 1月31日 度が減る場合もあることがわかる.図 28中段の 40cm

までは強い風が吹かなかった. そのため 1月31日に 区画の雪に注目しよう.一度踏まれた雪は硬L、から，あ

は，雪の深さが自然、区画では 94cmもあったのに圧雪区 とで踏まれても沈下しないことを前に述べた.それゆ

画では 70cmしかなかった.実際のスキー競技場の雪を え， 40cm区画の図で，地面から同じ高さにある雪は，

踏んだ場合，高い所と低い所とができるに違いない.低 どの日の硬度密度図についても同じ雪である. ところ

い所には雪が厚く溜る.そこは特に念入りに踏まなくて で，地上35cmの雪は 1月24日には硬度が8を越えて

はなるまい. いたのに28日には硬度5ないし 8の雪に軟化した， 同

各区画で断面観測を行なうとき，雪に掘った穴を水で じことが他の高さの雪についても，ところどころに見ら

うすめたインキを吹きかけて染めた.図 31のA，B，C， れる.

Dが，それぞれ，自然区画，圧雪区画， 40cm区画， 20 この雪の軟化は，雪の中に強い温度勾配があるためで

cm区画の穴の壁の写真である.1月31日のものである. ある.4. (2)で，強い温度勾配がしまり雪をしもざらめ

自然区画では，雪が全然乱されていなL、から，雪層と雪 雪に変えることを述べた.そして 4.( 3 )にあるように，

層との境界が水平な縞として整然と染めだされた.圧雪 しもざらめ雪は，しばしばなだれの原因となるほどに弱

区画の写真Bでは，墨で書き込んだ点線から上が，前回 い雪である.手稲山の積雪は，表面が平均一10"Cほどの

雪踏みが行なわれた 1月28日以後に積った自然の新雪 低温に保たれているのに対し，底が地熱で暖められるか

である.縞に染まっている.点線から下が 1月28日ま ら，内部に強い温度勾配が発生せざるを得ない.この温

でに踏まれた雪である.40cm区画， 20cm区画の写真 度勾配による軟化作用が，ときに焼結の硬化作用をしの

C， Dに比べると，インキの模様が白然区画の写真Aの ぐため，雪の硬度が減少するわけである.理由は省略す

模様に近い.圧雪区画では，毎回，かなり厚く積った白 るが，地面に近い雪ほどしもざらめ雪に変わりやすい.

然のままの新雪を踏まなければならなかったからであ したがって軟化は，雪の上部でよりも中部や F部でよく

る.なお写真Bは，圧雪区画に積っていた新雪を 1月31 起こる.図 28の1月20日以後の硬度図には，どの区画の

日に踏み固める前に撮った.これに反し，写真C，Dは ものにも，下部に，こしもざらめ雪を表わす角印としもざ

40cm区画， 20cm区画に積っていた新雪を大部分取り らめ雪を表わす山印とを書ぎ込んで，そのことを示した.

除いて踏んだあとで縁った. 写真Cでは5cmか6cm ただ，自然のままに積った雪から変わったしもざらめ雪

の厚さの，写真Dでは 1cmほどの厚さの，とり残されて に比べると，踏み固めた雪からできたしもざらめ雪は比

踏まれた新雪層が雪の表面に区別される. 較にならないほど硬い.自然からのものは硬度が0.05な

再び前
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ぽ131 A:自然区画 B:圧雪区間 C: 40己m版画 D:20cm 区画の雪の断固写真(昭和 44年 1月31日)

手稲山笠かため第 2回予備試験

劣るのはこのためである.一方，圧雪区画の雪の硬度が (5 ) 踏みかためた雲の顕微鏡組織

あまり高くなかったのは，雪かためごとに厚い新雪を踏 踏みかため雪も，しまり雪やしもざらめ雪などと，雪

まなければならなかったからである.40cm区画の雪が 質によって分類すると便利である.しかし，向じ雪質で

最良なのは，このような理由による.しかし，広いスキ はあっても， Igl然のままの雪と組織が多少違う.図 32

ー競妓場の雪を 40cm近くの厚さに保ちながら踏むこと は，手稲iJJの雪がため予備試験地の 40cm区画の雪から

は，実際上不可能である.ただ，以上のことを知ってい 作った薄片の顕微鏡写真で、ある.上段の写真 1，2，3が

ることは，踏みかための実行にあたって参考にはなるに 上層部の雪，中段の写真 a，b， cが中層部の雪，下段

違いない.なお，雪のl底が地熱でl暖められて雪の内部に の写真A，B， Cが下層部の雪である.縦の列は，列の

5.m¥，、温度一勾配が現われたとはいえ，手稲111の雪かため第 上にある日11寺が示すように，左から右へ向かつて日がた

2回予備試験池の雪の底はマイナスの源度であった.そ っている.各段の薄片は，地面からの高さが正確に一致

して地図は凍っていた. する震から作ったわけで、はない.したがって，必ずしも

[ffJ-の震の変態過程を示してはし、ない.しかし，上層部，
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12月26自 1月 25日 1月31日

上

題

吉日

[7J (0.39) [12) (0.51) [14) (0.47) 

周

部

[5) (0.43) [15) (0.46) [9.5) (0.45) 

下

層

部

[4) (0.43) [4) (0.43) [10 (0.43) 

図 32 雪かため予備試験地 40cm区厨の雪の組織の変化. C J内は硬度， ( )内は密度
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中層部，下層部の雪の変態の傾向ならば，各段の写真を

左から右へたどることによって窺うことができる.

12月26日， 40cm区画の雪の表面に 20cmほどの厚

さに自然のままの軟らかし、こしまり雪が積っていた.そ

れを踏み固めたものの薄片が図 32上段の写真 1である.

2. (3)の図 3にある自然のしまり雪の薄片の写真と，氷

の粒の形がほとんど変わらない.ただ粒と粒との間の隙

聞が大部せまい.いうまでもなく，つぼ足踏みで圧縮さ

れたためで‘ある.踏まれたときには氷の粒はばらばらに

ほぐされたはずで、ある.しかし，氷の粒が連結しあって

いて，写真 1にはほくーされたことの痕跡も見られない.

これは，つぼ足踏みのあと薄片を作るまでの 1日か2日

の聞に氷の粒が焼結したからである.薄片は，踏んだ雪

の試料を手稲山の試験地から札幌市の低温科学研究所に

持ち帰り，翌日か翌々日かに切って作った.

40cm区画の雪の第 1回踏みかためは 3目前の 12月

23日に行なった.その日の自然積雪の構造図が (3)図

28の上段圧雪区画の図の左隅にある.まん中に，黒丸印

で示した粒度cのざらめ雪の層がある. 23日に，このざ

らめ雪の層も当然ふみつぶされた.この踏みつぶされた

ざらめ雪の層から 26日に薄片を作った.それが図 32中

段の写真aである.自然にできるざらめ雪の薄片の写真

は， 4. ( 1 )の図 20にでている.これに比べて，写真a

では氷の粒と粒との間隔がせまL、ばかりでなく，氷の粒

の形は頑丈だし，粒同土の連結も強い. 3日の問に焼結

が進んだ結果である.組織の点からみると，しまり雪に

かなり近い.ざらめ雪としまり雪との中間の雪質といっ

たらよいであろう.踏まれる前のこのざらめ雪の硬度は

0.14しかなかった.それが，組織が写真aのように変わ

った結果 5に上昇した.

図32下段の写真Aは 3日前の 23日に踏みつぶされ

た，こしもざらめ雪になりかけのしまり雪である.自然、

積雪の下層にあって，硬度が 0.05密度が 0.2に過ぎない

軟らかL、雪であった.それが踏みつぶされて 3日を経た

ら，硬度 4密度 0.43の硬い雪に変わった.写真 1のしま

り雪と氷の粒の形が似ている.しかし写真Aの氷の粒は

輪廓が多少直線的である.こしもざらめ雪に変わろうと

する段階にあるからである.

図32の左の列と中の列との聞には 1箇月を越える時

が経過している.この聞に焼結が進んで，上層部，中層

部，下層部の雪は，どれも，氷の粒が肥大してさしわた

しが lmmを越えるほどになった.中の列と右の列との

問は 1週間で，その間の組織の変化はあまり著しくない.

上段の写真 2と写真 3とは， 2. (2)の図 3bの写真と似

ている.しまり雪をばらばらにほぐした氷の粒を集め，

札幌オリンピック冬季大会の雪

-30Cの低温実験室に6日間おいたら，氷の粒は固く焼

結して，この図 3bの組織の雪になった.手稲山の予備

試験地でも雪を踏みくだL、てばらばらな氷の粒にし，そ

れを焼結させたわけで‘ある.ただ，予備試験地で砕いた

のはしまり雪ではなくこしまり雪であった.この点が実

験室での場合と違う.それにしても，だし、たい，低温実

験室内で観察したとおりのことが予備試験地の雪にも起

こったといってよいだろう.もっとも，予備試験地の実

際の雪の焼結には，低温実験室内の雪の焼結に比べ5倍

以上の日数がかかった.これは，予備試験地の雪の温度

が平均一1O"Cほどで，低温実験室の温度より 7"Cも低か

ったためで、ある.

中層部，下層部の雪は，図 32の写真b，c写真B，C

に見られるように氷の粒が上下に細長く伸びている.写

真Cではことにそれが著しい.この上下方向の伸びは，

中層部，下層部の雪の中に為る強い温度勾配の作用によ

る.4. (2)で説明したように，温度勾配があると，雪の

中の氷の粒の頭が欠け尻がせり出す.踏まれない自然の

ままの雪では氷の粒と粒との聞の隙聞が広いため，せり

出した氷の粒の尻は独立した霜の結品となり，雪はしも

ざらめ雪に変わる.しかし踏まれた雪で

が接近しているから，隣あった粒の尻から霜の結晶にな

ろうとせり出した氷はぶっかりあって互いに干渉する.

その結果，自然、のままのしもざらめ雪の氷の粒のように

整った形の霜の結晶にならない.それで，薄片にすると

図32の写真Cのように見える組織の雪ができあがる.

この組織の雪も，なんにせよ霜の結品でできた雪なのだ

から，しもさらめ雪の中に入れてよいであろう.

先ほど温度勾配には雪を軟化する作用があるといっ

た.実際，図 32の中の列と右の列との写真から，温度勾

配の作用が強くはたらいた下の方にある雪ほど組織が弱

いことがわかる.しかし，弱L、とはいっても'.氷の粒同

士はかなり強固に連結している.したがって踏まれた雪

から変わったしもざらめ雪は，自然のしもざらめ雪とは

比較にならないほど硬い.4. (2)の図 21，図 22の薄片

の写真にあるように，自然の積雪の中のしもざらめ雪や

こしもざらめ雪では，氷の粒の連結がはなはだ弱い.も

っとも，踏まれた雪で、も温度勾配があまりに強いと，図

33の写真のようなあまり丈夫で、ない組織の雪になる.

1月24日に 20cm区画の下層部の雪に見られた組織で、

ある.雪が薄いため非常に急、な温度勾配が現われたこと

の結果である.厚さ 20cmというような薄い雪では，地

図が露出するおそれのほかに，このように雪が軟化する

危険が多い.このことからも，オリンピック競技用の雪

に対する規格の一項目としてあげたように，雪の厚さは
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図 33 雪かため予備試験地 20cmI玄|国の雪の

下層部から作った簿片(昭和 44年 1月24日)

の指揮官から聞いた話をもとにして説明する.そして，

そのあとで，間められた雪について低?昆科学研究所が行

なった調査の結果について述べる.

( 1 ) つぽ足雪かためと雪上車による雪かため

雪かためには， 12月にはいって雪が積り始める早々，

着手した.なにしろ広い競技場のことだから，全部の雪

をつぼ足で踏みかためるとしたらたいへんな労力がい

みそれで，雪上主事が登れる程度の緩傾斜のところは，

毎日雪上車に雪の上を歩かせたゐと，最後の仕上げとし

て自衛隊員がつぼ足で跨み囲めた.雪の状態によって左

右されるが，斜度がだL、たし、 20
0

を越えない斜面なら雪

上率が登れる.雪上111の運行は札幌オリンピック組織委

員会が受け持った.急斜面では，始めからつぼ足で踏む

よりほかはない.しかし，雪が斜面をくずれ落ちるから，

Tこだ踏めばよいというほど簡単にはゆかない それで，

いろいろ工夫が縮された.

雪が降って軟らかL、新雪が積ったとさ，それをすくに

40cm ほどにするのがよいことになる. つぼ足で、踏むのは得策でヅよい.ぬかりがひどL、からであ

る. IJIの雪はむらに積る 深く積った所で、は，腰まで雪

6. スキー競技場の雪かため の中に沈んでしまう.それで新雪が積ったときは，まず

以上 5.まで，北海道大学低温科学研究所が昭和 43年 スキーで軽く踏み固め，翌日つぽ足で踏んだ. 5. (2)の

の冬と昭和44年の冬とに行なったオリンピックスキー 表にあるように，スキーで踏んだ新雪も 1時間のうち

競技用の雪の調主主研究について述べた.その結果をもと に，焼結によって硬度が数十倍に上る.したがって 1日

にして， 3. (1 )にあげたオリンピック競技場の雪が満た おけば，つぼ足で圧縮できないほどではないにせよかな

すべき規格が作られた.また，この規格に合うように雪 り硬化し，ぬかりが大分軽減される.前にスキー踏みは

を固め得ることも，小規模な雪かため予備笑!換で確かめ 全然;役にたたないようなことを蓄いたが，このような場

られた.それには冬の初めから，新しく税るごとに雪を河 合には有効に使えるわけである.図 24の写真は， 4列横

念にっぽ足で‘踏み続ければよい.次いで昭和 45年の冬に 隊を組んでつぼ足で雪を踏む自衛隊員である.斜面が急、

は，札幌オリンピック組織委員会のスキー関係の仕Af，:を だから，みな，スキー用の杖で体を支えている. 5. (2) 

担当する日本スキ一連盟が，実際のオリンピックスキー の平らな雪かため予備試験地でのように，扇を組んで踏

競技場の雪かためを閲始し，自衛隊がそれを支援した. むわけにはゆかない，

自衛隊は札娩オリンピック支援集団準備本部をおいて 回転スキー競技コースの途中には斜度が 3ぴを越える

400名の隊員を動員し，雪かため実作業の大部分を受け

持った.

昭和45年 2月8日から 15日まで，手稲lliで全日本冬

季競技総合大会が|羽かれた. 昭和47年の本番のオリン

ピック競技大会に2年先だっ競技大会で、あるところか

ら，プレプレオリンピックとも 11子ばれた. 笠昭和46年

には，ほほ完成したオリンピック競技場を使って，札幌

国際冬季スポーツ大会が 2月7日から 14EIまで，外国選

手参加のもとに開催された.いわゆるプレオリンピック

である.スキー競技場の雪かためは，このこつの大会を

目標として，今この原稿を書いている昭和 46~4 月まで

に 2回行なわれたわけで、ある.この6.では，まず，実

施された雪かための方法を，スキ一連盟の幹部や自衛隊
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急斜面が随所にある.このような急斜崩には，あまり厚

く雪が積らない.落ちてしまうからである.それで、，コ

ースの前側の林の中から胞(とし、)で運んで雪を補給し

た.鉄管で作った図 35の形の枠をたくさん，脚を雪に突

きさして前後 I列に立て並べる.枠の円弧:伏のくぼみに

なまこ板，つまり波状にうねらせた亜鉛引き鉄板を置く

と長い樋になる.この樋の中を傾斜を利用して滑らせれ

ば多量の雪を迷くまで運ぶことができる.斜面には，競

技コースを棋院rrして，木の板で低い垣を作ったり雪のブ

ロッグを積み重ねて堤を築いた. ~ìIiで、連ばれた雪は思や

堤の上部にためてから踏んだ.こうしないと，せっかく

運んだ雪も斜而iを務下してしまう. 図 36の写真がこの

作業を行なっている有様である.札幌市郊外の大倉山に

はスキー飛躍競技が行なわれる大きなジャンプ台があ

図35 雪樋の支持わく.河側の柱は直径約 3cm，
長さ約 70cmの鉄俸.円弧状の樋受けは庶径

約 1cm，長さ約 1mの鉄様製

札幌オリンピック冬季大会の雪

る. 飛躍距離が 90mを越える競技ができるように大改

修を加えたこの大倉山ジャンプ台の着地点付近は，斜度

が 39。にも及ぶ.ここに雪をつけて固めるのも向じ方法

によっfこ.

斜度が 20
0

を越える急斜面になると，立って歩くこと

もむずかしい.そこの雪を踏んで固めるとなれば，たい

へんな難作業である.図 37の写真のように，地面に打ち

込んだ杭(く L、)に結びつけた綱を斜面に沿ってたらし，

それにつかまって踏んだ.

つぼ足踏みは，新雪が積るたびに 2回ずつ行なった.

昭和46年の札幌国際冬季スポーツ大会の場合には， 315 

名の自衛隊員によって，回転，大回転3街の競技場を合

わせて延べ 318，900m2の商積の雪が踏まれた. これに

要した時間は 10，778人時である.つまり，ひとりで踏

図37 急斜面でのつぼ足踏み

図36 雪樋による雪の 輸 送

37 



札幌オリンピック冬季大会の雪

んだとしたら 10，778時間かかった.これから，ひとりが

1時間に踏んだ商積が 30m2と計算される.

先ほどいったように，ゆるやかな斜面の雪かためには

雪上率を使った.雪上卒は，王手輸の代わりに幅の広い

無限軌道を取り付け，接地圧を小さくして雪に沈まない

ようにした自動車である.接地圧は 30g/cm'しかなく，

スキーの接地圧 40g/cm2より小さい. それゆえ，雪上

寧を走らせても，スキーで踏むのと同僚で，雪はあまり

硬くならないだろう.しかし，3. (4)で述べたように，

頻繁にスキーヤーに踏まれる一般スキー場の雪は非常に

硬い.雪上事も，頻繁に走らせれば，雪を固めるのに佼

えないことはあるまい. 図38が雪かために使った雪上

王手である.右が頭，左が尻である.j十万の無限軌道の幅

は80cinだから，雪上幕が 1巨l走れば両方合わせて縞160

cmの雪が踏まれる. しかしこれでは能率が惑い.そ

れで、ローラーを取り付けた. 図38の写真で，雪上司王の

尻に 2本の棒が斜めに立って，その先に内筒形のかごが

ついている.このかごがローラーである.件;を倒すとロ

ーラーは図 39の写真のように無限軌道の外側の醤の上

に置かれ，雪上率が動けばころがりながら雪を圧縮する.

ローラー 1 筒は重さが 60kg，幅が 70cm である.両{ll，~

の無限軌道の間の雪を圧縮するため，雪上半の頭にもロ

ーラーを取り付けた. 図38の写真の右の方に，持ち上

けやられた前部ローラーの上半分が見える.前部ローラー

は縞 120cm，重さ 120kgである. 図40の写真が前部

ローラーを雪の上に置いた有様である. 3箇のローラー

を使うと，雪上車が 1回走るごとに，阪 3.8mの雪が隙

間なく踏まれる.

積ったばかりの厚い新雪の上に雪上E与を I回走らせ

た.そのあとの轍を横切って穴を掘り，その鑓をインキ

で染めたのが図 41の写真である. 右織の印 aのところ

が白然積雪の表商である.印 bの範囲が後部ローラーで

圧縮された.無限軌道は印 cの範囲を，前部ローラーl主

印dの範囲を通過した.規則正しい横縞が現われている

ところは，自然のままの雪でらる.表街近くの縞の乱れ

た部分が，無限軌道やローラーで、かき乱され，かつ押し

つけられた雪で、ある.立てかけてある物指しから，無限

軌道によっては 30cmほどの厚さの雪が，ローラーによ

っては 20cmほどの厚さの雪が押しつぶされたことがわ

かる. 3. (3)に，つぼ足とスキーとで踏んだ新雪の切断

面の写真が図 8としてでている.イ γキで染めだされた

模様から，雪上事で押しつぶされた雪は，スキーで踏ま

れた雲とつぼ足で踏まれた雪との中間の乱れ方で、あるこ

区138 圧雪用ローラーを取り付けた雪上車.

右が~J(，左が尻である.単に移動するとき

は，このようにローラーを持ちあげて走る.

図39 庄三雪のためローラーを雪のうえに霞いた有様.帳

3.8mにわたって圧雪される.

函 40 両側の無限軌道の聞の雪を

押しつけるための前部ローラー

とがわかる.無限軌道にもローラーにも雪をヲ|っ儲ける を後方に押すから，このようなことになるのであろう.

ための爪がついているから，また無限軌道は推進力で雪 需が圧縮される程度は雪上車の速度によって大幅に変
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図41 雪上平が 1図通過した新雪の切断問1. a:自然のままの雪国 b:後部のローラーが通過した所

c:無限軌道が通過した所 d: 前部ローラーが通過した所

わる 硬度 0.05，筏度 0.20の新震の上を時速 20kmと 郊の雪をくまなく絡むように走らせた.新雪が厚く積っ

時速5kmとで雪上取を 1凹ずつ走らぜた. 次の表は， たときは2回走らせた.斜面の緩急や新雪の深さによっ

その直後測定した雪上i!i:で圧縮された雪の硬度と密度と て変わるから，速度がし、くらであったか正確にはわから

の伎である.無限軌道で、押された雪で、も，ローラーで押 ない.人の歩く速さのだし、たい 2倍に見えたから，時速

された雪で、も 11寺速 5kmのときの硬度が|時速 20kmのと 10km前後だったのではあるまいか.この雪上車による

きの硬度を数倍も上回る.儲度制時速5kmのときの方 競技場雪かための結果については(3)で述べる.

が5筈11がた大きい. iI寺速5kmのときは時速 20kmの (2) 雲のブロックのはりつけ

ときに比べ，雪が押される時聞が4倍長い.速度が小さ 図25の地図で 8と印した位置にある男女回転スキー

いと硬度も密度も大ぎくなるのは，主としてこのためで 競技場の上部は，急斜面であるうえ風が強く，雪がほと

あろう. んど積らない.風の通り道にあたっているらしい.下で

迷(kmβ皮1) 無限軌道

硬 20 0.22 

度 5 0.80 

密 20 

度予 5 0.36 

前部ロ ラー 後部ローラー

0.10 0.11 

0.73 0.65 

0.25 0.23 

0.35 0.33 

自然続雪

0.05 

0.20 

は風が~~\，、日でもここまで登ると，斜面を吹き上げる風

のため駿んに雪煙が舞い上がるのが見える. 国42の写

真のように，~るところで，岩が顔を出している.

オリンピック競技大会の雪の調査を開始した昭和43

年の冬，低温科学研究所は防雪柵でここの雪を止める試

験を行なった.高さ 60cmの2稜類の柵を競技コースを

横切って立てた.一つは， I陪9cm，高さ 60cmの木の

雪上王手を低迷で1回走らせるのと，高速で数回走らせ 板を 10cmずつの際関をおいて長い横木に縦に取り付け

るのとどちらが有効かがここで問題となる.この点まだ たものである.もう一つの柵は，寒冷紗を張った木枠を

よく調べてないが， 21到同じ道を走らせても硬度はあま いくつも棋に立て並べて作った.風はどちらの柵も通り

り大きくならなかった.ぜいぜい 1回走らせたときの 抜けるけれども，力が弱くなるため摘の背後に雪を落と

2倍になったに過ぎない. 2筈肋ミ 3割しか増大しないこ して雪の小I.U，¥， 、わゆる吹溜り(ふきだまり)を作る.3月

ともあった.これで、見ると低速で走らせた方が有利らし 6日に柵を立て 3月19日に調べたら，木柵の背後7mの

い.なお，上の表にあるのは，雪上率が通過したあとす 長さにわたって平均 23cmの厚さに雪が溜っていた.

く品に測定した雪の硬度の値でゐる.みな 1にも満たない 密度0.25の軟らかし、雪である.しかし同じ厚さで、溜った

小さい値である.しかし，日がたてば焼結によって硬度 わけではない.柵に直角に吹溜りを切断すると鯨の背の

は昇る.少なくとも 2以上にはなるであろう. 形になる.背のいちばん高いところは雪の厚さ 45cm

雪上幕は，冬の初めから毎日 1回ずつ，競技場の緩斜 で，柳}から 3m離れた所にあった.寒冷紗の柵の吹溜り
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図42 男女回転スキー競技場の上部.風が強く雪が積らない(昭和 44年 1月24日)

は初11のすく後ろでいちばん浮い.柵から遠ざかるにつれ

次第に簿くなる， 10mほどにも伸びて平均の厚さが 25

cmにもなる吹潟りができるにはできた， Lかし，ほと

んど雪を止めない柵もたくさんあった.結局，寒冷紗の

柵は，軽くて運搬にも取付けにも便利だが，引1['，め抑1¥と

しては木柵に劣ることが判明した.

全日本冬季競技総合大会，いわゆるプレプレオリンピ

ックが行なわれた昭和 44年の冬には，図 42の写真の1L

上部に見えるように，組織委員会が多数の木柵を立てた.

前々年の試験のときの柵では板を縦に取り付けたが，こ

のたびの柵では取り付けが績である.この方が製作にも

設置にも便利である.柵に近づ、いて撮った図 43の写真

で見ると，手前にある柵はかなりの量の雪を溜めた.い

ちばん溜ったところでは雪の厚さが 80cmもあった.し

かし途方の柵は，ほとんど雪止めの周をなしていない.

風の吹き方を詳しく調べ，柵の配置をいろいろに変えて

試験をすれば，もっと多量の雪な止めることができるよ

うになるであろう.しかしその試験には年月がかかる.

それで組織委員会では，次に述べるようにして，この裸

の急斜面に雪のブロ、yク合はりつけることにした.

機の急、斜閣の上端が回転スキー競技の出発点となる.

そこから林の中を少し登ると，手稲111の頂 kへつながる

尾根へでる.林のかげにもなっているから，尾根の近く

には雪が積る.この雪を，登111道を迂回して主主らせた雪上

車で踏みつけた.翌日になればある程度硬い雪に閤まっ

ている.それを氷を切る鋸でひいて 1辺50cmほどの四

40 

角な告のプロ、1・pを「ドり，かたわらに積み上げた， 2、3

日そのままにしておくと，表面が間まってブロックは硬

い皮をかぶった形になる.これを裸の斜聞に運び降ろ

し斜聞に隙聞なく敷きつめてつぽ足で踏む.その上に

また敷きつめて踏むということを 3回か 4回繰り返し

た. 図44はブロックを斜聞に積み重ねて作った段の写

真である.この堤を支えにして，その上の斜面にブロッ

クを敷くのである.これで、裸の斜面も完全に硬い雪でお

おわれ回転競技が予定したとおりのコースによって行な

えることになった.ところが，大会 1週間前の 1月31日

と2月 1日とに大雪が降ったうえに猛吹雪が襲来して，

ぜっかく数きつめた雪を厚い新雪でおおってしまった.

それを急拠，つぼ足で踏んで一応競技大会の間にあわせ

図43 木欄の背後に溜った雪
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図 44 雪のつかない燃の急斜面に作った雪堤.この雲堤を足がかりにして斜面に

雪のプロックを敷きつめる.

たが，満足な程度にまで悶められなかぐたことはいうま 湯では全然、使わなかった.そして，札幌国際冬季スポー

でもない.この大雪と磁吹雪とについては，あとで詳し ツ大会に出場した選手の意見を総合すると，男女回転競

く述べる. 技場の雪がし、ちばんよく，次が女子大回転競技場の雪，

翌昭和46年は札111民国際冬季スポーツ大会いわゆるプ 最後が男子大回転競技場の雪となった.

レオリンピックの年である.この雪のつかない急斜聞に ただ，冬の山の中で水を用意するのは容易でない.男女

は，前年同様，自衛隊の手によって雪のブロックが敷き 回転競技場の上部にはりつけた雪を国めるための 300t 

つめられた.ただ，敷きつめてつぼ足で‘踏んだだけのブ の水は，先ほど述べたように，夏のうちに満たしておい

ロックは硬度の点で充分でない.それで，数台つめた雪 た貯水池から守It、た.地面に掘った穴に防水布とピニー

に水平な講を 2mか 3mおきに何本も扱り，水を注き、込 ノレ布とな内張りした貯水池で、為る.手稲山の中腹には，

んだ.注いだ1らとの溝は雪で埋め戻した.水は上の方， 同様な貯水池が 2個作られ，権競技用の氷を張るために

尾根近くの林の中に夏のうちに作っておいた貯水池から 沢の水が溜めてある.水は，ここから撒水用自動車に積

ホースでヲIt、た. んで、運び上げた.貯水池の水には発泡ポリエチレンの断

水は雪の中にしみ込んでaり，雪を固めるとともに雲 熱板を隙聞なく浮かべ，それをさらにビニーノレ布で、おお

と地面とを竪く結合した.ところが試走したスキー競技 った.こうしておけば，冬になって雪が降っても，雪は

関係者の意見では雪が硬すぎる.それで塩をまいた.塩 水の中にはいらなL、し，また，水は凍らない.水は断熱

に触れると雪は少し融けて軟らかくなる.大倉山ジャン 板の間からホースをさし入れれば取り出せる.女子大回

プ台の雪を踏み悶めるとをも，水を混ぜ込んだら硬くな 転競技場のための水は，ガソリン運搬用の小型タンクに

りすぎた.この場合にはレーキ，つまり農耕に使う鉄製 つめ，必要の都度，中腹の貯水池から現場まで雪上車で

の熊手で掻いて雪を軟らかくした. 運んだ.

このように雪が硬くなりすぎることもあるが，雪かた (3 ) 雪上寧で固められた雲.全日本競技大会直前の

めにとって水は有効である.このことは， 5. ( 1 )の雪か 大雪

ため第 1 回予備試験の話のときにも述べた • tこだ予備試 ( 1 )では，新雪の上を 1回雪上寧が走った場合，どの

験のころは，山の上に水を上げるのはたいへんな手間だ 程度に雪が硬くなるかについて述べた.ここでは，冬の

から，i7](かため」はおそらく実行できまいと考えていた. 初めから何回にもわたって雪上車で踏まれた競技場の雪

ところがこのように実行されたわけである.男女回転競 を考察することにしよう.

技場上部の裸の急斜面の雪かためには 300tもの水を使 札幌オリンピック組織委員会が，女子大回転スキー競

った.女子大回転競技場でも少し使t"男子大回転競技 技場決勝点付近の雪を昭和44年 12月20日から，前述の
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前の図 45の雲の断面銃社!日の結果

札幌オリ γピヅグ冬季大会の雪

1)'(145 毎日雪上車を走らせて悶めた雪.中間層 b
は雪上率の運転を休んだ 1週間に杭った雪であ

る.女子大問転競技場決勝点付近

(昭和 45年 1月 12日)

ローラーをつけた雪上幕で、固めだした.全日本冬季競技

総合大会のためで、ある.雪上事は，普通の日には 1回ず

つ，雪が特にたくさん降る日には2回ずつ，毎日，踏み

残す所がないように走らせた.踏み始めてから 22日た

った昭和 45年 1月 12日に，この雪に穴を探『り，墜をイ

ンキで染めた. それを写したのが図 45の写真である.

雪の厚さは90cmであった.インキが染めだした模様か

ら，全体を a，b， cの3層にわけることがで、きた.写

真に書き入れた点線から地面までの a廃は 12月20詞

から 27日までの 1週間に踏まれた雪である.正月休み

のために 12月28日から 1月6日まで雪上事の運転が休

止された.その間に積った雪が中間層 bを形成してい
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る.その上，表固までの c層が 1月7日以後の 1週間に

踏まれた雪である.

図46がこの雪上車によって回められた雪の断面観測j

結果である.雪上車が運転を休止した聞に積った中間層

bの雪の硬度が特に小さいのが目立つ a層 c層では

硬度が 4を越えているのに b層ではそのMの1.3にす

まない.自然のままにおかれる雪の硬度は，せいぜい大

まくなっても 2である.たいていの場合 1を越えない.

この雪上l!Kに踏まれなかったb層の雪もその例にもれな

い 回転スキー競技にとっては，硬度4の雪でもまだ軟

らかすぎる.まして，その雪の聞に1.3とL、う小さい硬度

の雪の層がはさまれていては，ますます党束ないことに

なる.積雪表面近くの雪も硬度が小さく 1をわずかに越

えるにすぎない.しかし，これは雪上寧に踏まれてまだ

間がなし、からでおる.日がたてば焼結によって硬くなる

に違いない.密度が 0.4もあるから 4程度の硬度にはな

るだろう.図 46のいちばん宕にある図は，同じ雪の硬度

と密度との分布を次の図 47の様式に従って表わしたも

のである.

正月休みにも雪上ll[を走らせるようにすることはでき

るだろう.しかし，あまりにも天気が惑し雪上車によ

るにせよ，つぼ足によるにせよ，どうしても雪踏みがで

きないこともあるに違いない.そして実際に，そのよう

な羽が，やがてやってきた. 1月30日の夕方から激しく

雪が降り出した. 31日も降り続き 60cmにも達する厚

さの新雪を積らせた.そればかりではない，翌 2月 1日

にはみぞれ混じりの猛吹雪が襲い，さらに 50cmほどの

淳さの雪を上積みした.結局 2日間に 1mを越える厚さ

の新雪が，それまで、にっぽ足や雪上車で固めてあった雪

ab 

iil! 

度

硬度



札幌オリンピッグ冬季大会の雪

場の下部の雪の断面観測が行なってあった.それで、，雪

あらしのあとの 2月5日にも同じ場所で断面観測を行な

い，雪あらしのために雪がどのように変わったかを調べ

た.また，全国冬季競技総合大会の終了日に近い 2月 13

日にも観測した.以上4回の断面観測の結果をまとめた

のが図 47である. 5. (3)の図 28と同じ形式で硬度と密

度とが表わしてある.ただ，この雪は全体として硬度も

密度も小さかったから，図 47の左上隅の凡例にあるよう

に 5以下の硬度範囲と 0.40以下の密度範囲とを 3段階

に分割した.

の上に重なってしまったわけで、ある.この大雪と猛吹雪

とをもたらしたのは台湾坊主といわれる型の低気圧で、あ

る.あとになって，この低気圧に45年 1月低気庄という

名がつけられた.プレプレオリンピックの全国冬季競技

総合大会の開会は 1週間後に迫っている.しかし，この

雪あらしの間，手稲山登山道は全く封鎖され，つぼ足に

よる雪踏みも雪上車による雪かためも，全く行なうこと

ができなかった.前の (2)の，男女回転競技場に敷きつ

めた雪を深くおおったのも，このときの雪である.

雪あらしの前の 1月 19日と 29日とに，男女回転競技
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図47 雪上車とつぼ足とで固めた男女回転競技場の雪の構造の変化過程.

1月末に雪あらしがあった. (昭和 45年 1月-2月)



札幌オリンピック冬季大会の雪

ここの雪は，斜度目。ないし 20。の斜面にあって， 1月 気温は +3.80Cであった.競技場のある手稲山の風は，

6日から 12日までの 1週間雪ヒ司王で固め，そのあとを自 これより遥かに激しかったに相違ない.男女回転競技場

衛隊員がつぼ足で、踏んだ.!s::には 1月6日までに積った 決勝点付近では 1月 31日の夜半， +OSCまで気温が

雪が白然のままに残っている.図 47には「つぼ足J1"雪 のぼった.

上車」と書き入れて，つぼ足で踏んだirむ聞と雪上京で間 図48が，雪あらしのあとの 2月 5日に掘った穴の壁を

めた純聞とが破線で、つないで示してある.1月 29日に見 インキで染めた有様である.矢印 bの範囲が猛吹雪の日

たときは， 1.底にある自然、の雪の隠とその上の雪 i二車で固 にできた雪層，問 cの範潤がその前日の大雪で、積った雪

めた雪との境界が見分けられた.しかしそのあとは，雨 層である.大雪の日は風が弱かったから，雪は水平に務

方の腐の雪がしもざらめ雪に変態したため，境界は消失 った.それでインキで染め出された縞が水平である.こ

した.雪あらしのあと 2月 5日に調べにいったら， 29 1=1 れに反し，猛吹雪でできた雪謄の縞は傾いている. 5，か、

には深さが 1mにも百lkたなかった雪が 2m 10cmの深 風に吹きょせられながら斜めに次々と重なったから，こ

さになっていた.雪あらしのあとで紛った表聞の雪'は自 のような縞模様をだしたのであろう.矢印 dの範囲が 1

衛隊がスキーで踏んであった.この雪の厚さが 12cmで 月 13日から 30日までにっぽ足で、踏まれた雪，その下に

ある.その下に 33cmの厚さの吹雪で結った雪の層，さ あるのが雪上事で問めた雪である.

らにその下に 55cmの厚さの大雪のときに積った雪の扇 このような雪では到底スキー競技は行なえない.自衛

があった.図に表わされているように，大雪のとき積っ 隊員が盛んにっぽ足で、踏んで、雪を沼め競技大会に聞にあ

た雪は硬度 0.5 以下，密度 0.2以下の非~l首に軟らかL 、車IT雪' わせた.図 47のいちばん右にある 2月13日の硬度図，衝

である.しかし吹雪で積った雪は割合に硬い.吹雪の 2 皮函は，回転競技が全部終了した直後に断面観測を行な

月 1日は風が強かったばかりでなく混度も高かったから って書いたもので、ある.猛吹雪のあとで積った雪が5な

で為る.この日の午前 9時の札幌市の風速は 19.5m/s， いし 8の硬度にまで固められて厚さ 25cmの表間層を形

図 48 雪あらしのあとの積雪断面. b:猛吹雪で

できた雪隠 c:大雪のとき積った雪層 d: 1 
月 13 日から 30 日までつぼ足で踏んだ雪.~女

回転競技場(昭和 45年 2月5日)

44 

成している.大雪の日にで、きた厚い雪の層も自然にしま

って， 0.5を越える硬度になった. 5. (3 )の図 30に，昭

和43年 1月北の峯で、捌かれた北海道アノレペンスキー競

技会の警の硬度図，密度図がでてL、る.この北の峯の雪

と2月 13日の手稲山男女回転競技場の雪とは，両方とも

厚く積った自然の雪を短時lヨにっぽ足で踏んだものだか

ら，構造が似ている.どちらも，表面lだけが硬く内部は

軟らかし、JJ裂の弱L、雪である.ただ，表面の硬い廃が厚い

という点で，手稲山の雪の方がスキー競技用として勝っ

ているといえるだろう.北の峯の雪踏みは 1月末の

-100C以下の日中気温のもとで、行なわれた.雪あらしの

あとの手稲山の日中気温はー5
0

Cあたりであった.硬い

表I百iJ習が手稲山で、の方で、厚いのは，この温度の差による

のであろう.しばしば述べたとおり， 温度が高いほど

雪の中の氷の粒の焼結が速く進み，雪の固まり方が速

(4) 回転，大回転競技場全体にわたる雪の表面硬度

前節は，男次回転競技場の 1個所と女子大回転競技場

の1個所とで、の雪の観測結果の話であった.雪の積り方

も雪の踏み方も競技場内の場所々々で違うから，この観

測結果が競技場の雪全体にそのままあてはまるとは，も

とより考えられない.それで、，全日本冬季競技総合大会

の女子大回転競技が終わった直後，競技場全体の雪の硬

さを見わたすため，途中で雪の表而硬度を測定しながら

女子大回転競技コースを下ってみた.次の表がその測定



結果である

士JUJ÷1t=J
区3 第

全長 1，228mの女子大回転コースは，中ごろが 30。に

近い斜度の急斜面の連続である.この急斜面が連続した

区聞を第2区とし，それから上，出発点までを第 1区，

下，決勝点までを第 3区とした.表面硬度は各区の上部

主 F部とで測定した.表にあるように，第 1区では硬度

が4以下にとどまってL、る.この区の雪は，主として雪

上車で固めた.急斜面の第2区は，選手の技備がL、ちば

んよく発伊される重要な区間である.つぼ足踏みで念入

りに固められたのであろう，硬度は 5ないし 7とかなり

高い.しかしなお 7以上の硬度であるべきという 3.

( 1 )の規格は満たしていない.第3区の雪も，第 1区の

雪と同様，主として雪上車で、固めた.しかし，第 l区の

雪に比べ硬度がだL、ぶ大きい.第 1区と第3区とでは

300 mほどの高度差がある.したがって第 1区の方が 2
0

以上温度が低いはずで、ある また風も第 1区の方が強

い.このような気候の差が硬度の差をもたらしたのかも

知れない.あるいは単に，雪上車の運行回数が違ったた

めかも知れない.それにしても，雪あらしで厚く積った

軟らかし、雪が 4日か 5日の作業で，表面に上の表の硬

度の雪層ができる程度にまでは固められたわけである.

翌昭和46年のプレオリンピックすなわち札幌国際冬

季スポーツ大会は， 2月7日から 14日まで好天気のもと

で‘行なわれた.会期中ひどい障害となるほどの雪も降ら

なかったし，前年のプレプレオリンピックのときのよう

に，開会数日前になって雪あらしに見舞われることもな

かった.競技場の雪かためも(1)および(2)で、述べたよ

うにして順調に進行した.

プレオリンピックの大回転競技は 11日から，回転競技

は 13日から始まった.それに先だっ 10日に競技コース

の雪の表面の硬度を測定した結果が図 49と図 50とであ

る.両図とも，左から右に向かつて硬度の大きさが，上

から下に向かつて出発点からの距離がとってある.表面

硬度は，出発点から決勝点に向かつて下りながら，一定

距離ごとに，旗門で示されているコースを水平に横断し

て，横断線上で場所を変えながら何回も測定した.図の

左側にふってある数字は，出発点の O番から始まる表面

硬度測定場所の番号である.横断線上の場所が違うと硬

度も違い，硬度の値はかなり広い範囲にわたって分布し

札幌オリンピック冬季大会の雪

た 図の太い横線がその範囲を示している.太い線の両

端から左右に仲びで、た細L、線は，ごく小数の測定値が現

われた範囲で、ある.つまり，全体の測定値は細い線の両

端の聞にわたって分布したが，そのうちの大部分は太い

線の範囲内に収まっていたということである. それゆ
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図49 札幌国際冬季スポーツ大会女子大回転競技

場(手稲山)の雪の表面硬度.横執が表面硬度，

縦軸は上から下へ向けて出発点からの距離.競

走距離 1，228m (昭和46年 2月 10日)
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図50 札幌国際冬季スポーツ大会男子回転競技場(手稲山)の雪の表面硬度.

競走距離491m (昭和 46年 2月 10日)

ー可決勝点ーーー

する横線が 2本号¥，、てある.これが水を加えて凍らせた

雪である.雪というより氷といった方が適切だから(氷)

の印をつけた.硬度が数十から百にまで達するようでは

図51 女子大回転競技場(手稲山)の雪の硬度密度

鉛直分布図.分布図のかたわらにつけたマイナ

ス記号の数字は雪の温度である.札幌国際冬季

スポーツ大会(昭和46年2月15日)

え，表面硬度の平均値は，だいたい，太い線の中央点で

表わされると考えてよい.前十こ，オリンピッグ競技用の

雪の硬度は7以上であるべしとの規格を立てた.図の縦

の点線は，硬度7を示す線である.

図49に見られるとおり，女子大回転コースの表面硬度

はコース上の場所々々で大幅に違い，同じ場所でもコー

ス横断線上の位置によってかなりひどく変動した.結

局，コース全体にわたって硬度が非常にむらであるとい

わなければならない. 8番と 27番の測定場所では太い

線が硬度7以上の範囲にあって，しかも短い.コースを

横断する水平線上どこで測定しても表面硬度はだし、たい

同じ値となり，しかも規格にあう値だったわけで、ある.

全コースにわたり，どこもこのような硬度分布になって

いるなら，申し分ない競技コースといえるのであろう.

図の右側にあるように，全コースは 3個の区間に分けら

れる.第 2区は急斜面の連続する区間である.第 1区と

第3区とでは，主として雪上車で、雪を固めた.前の年は，

第 1区でより第3区での方が雪の硬度が高かった.今回

は両区間の聞にたいした差異が見られない.第 2区の上

半分では硬度が小さすぎる.下半分では，水を混ぜなが

らつぼ足で、踏んだため 7を越える硬度の雪が多い.

図50が男女回転競技場の男子競技コースに沿って作

った雪の表面硬度の分布図で、ある.強い風で吹きとばさ

れてしまうため，この競技場の上部には雪が積らない.

それで，前の (3)で述べたように，雪のブロックを敷

きつめてつぼ足で、踏み，さらに水を加えて凍らせた.図

50の上の方に(氷)と印した硬度が 10から 100にも達
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図52 男子回転競技場(手稲山)の雪の硬度密度

鉛直分布図.札幌国際冬季スポーツ大会

(昭和 46年 2月 15日)

あまりに硬すぎるため，前に書いたとおり，試合が始ま

る直前に塩をまいて少し軟らかくした.壁と書き入れた

表面硬度設IJ定場所 10番と 12番との聞は傾斜がことに急

である.壁から上(氷)の所までの斜面では表面硬度が

小さすぎる.この部分の雪はオリンピックのスキー競技

用としては不適格であるといわなければなるまい.

スキー競技場の雪かため作業の管理にあたったスキ一

連盟の幹部や自衛隊指揮官の話によると，図 49と図 50

との表面硬度分布は雪かため作業量の分布をよく反映し

ている.つまり，念入りに固めた所では表面硬度が大き

く，少し手を抜いた所で、は小さい.表面硬度分布図は，

来年の本番オリンピックのための雪かため作業を進める

にあたって， ¥， 、ろいろな点で参考となるであろう.

競技場の雪の表面硬度は試合開始前に測定したが，断

面観測は，雪に穴を掘らなければならなし、から，全試合

終了後の 2月15日に行なった.その結果を図 51と図 52

とに表わした. 図51は女子大回転競技場の硬度密度図

で，その (a)，(b)， (c)はそれぞれ，図。に (a)， 

(b)， (C) と書き入れた場所のものである.観測場所

(a)は第 1区に，観測場所(b)は第 2区の上部にあって，

ともに表面硬度の小さい地点である. (a)では，地面か

ら80cmの高さまで、の雪は一応硬い，しかし，その上に

硬度が 2に達しない厚さ 25cmの軟らかい雪層がある.

札幌オリンピック冬季大会の雪

80cmの厚さの硬い雪の上にその後積った新雪が厚く

なってから圧縮したため，この軟らかし、層が残ってしま

ったのであろう.地点 (b)ではさらに状況が悪い.厚さ

80cmの一応は硬い雪の上に，硬度が 0.5にすら達しな

い新雪同様の軟らかし、雪が20cmもの厚さで層をなして

いる.それから上，表面までも硬度が 2以下の雪である.

それに中層部は，山印をつけて表わしたように，ある程

度しもざらめ雪に変態している. 雪の深さは 137cmも

ある.ここでは圧雪がiまとんど行なわれなかったのでは

あるまいか.

表面硬度が大さい第 2区下部にある地点(c)の雪で

は，硬度密度図 (c)が示すように，厚さ 5cmの非常

に硬い層が表面を形成している.氷といってもよいくら

いに密につまった層で，硬度はおから 60にも達してい

た.水を混ぜてつぼ足で、踏み固めた層で、ある.tこだ，こ

の硬い表面層の下は硬度が 5以下の比較的軟らかし、雪

で，しかもしもざらめ雪になりかかっている.水をまい

て踏む前夜に強い寒気がきたのではあるまいか.

男子回転競技場では雪のブロックを敷きつめて踏み囲

めた競技場上部の(a)点と，競技場下部にある (b)点

とで断面観測を行なった.地点(a)，(b)の位置は図 50

に書き入れてある.図 52の(a)と(b)とが，それぞれ，

地点(a)と(b)とでの硬度密度図である.地点(a)の雪

は，地面の上 30cmから 40cmまでの問を除けば全体

が硬い. ことに上部と下部とには硬度が20を越える非

常に硬い層がある.前に述べたように，ここでは水をか

なり多量に使って雪を固めた.非常に硬い層は水を含ま

せて凍らせた雪層である.試合開始直前に雪が積り，そ

れをコースから除去したことがあった.表面にある厚さ

3cmの比較的軟らかい層は，その残りであろう. 硬度

密度図 (b)に現われているように，地点(b)の雪は，下

は硬いが上は軟らかい.始めのうちはよく固めたが，ら

とでは手が回らなくなったのであろう.

(5 ) 滑降競技場と飛躍競技場との雪の表面硬度

札幌オリンピックの滑降スキー競技は，札幌市の南お

よそ 30kmの所にある標高 1，320mの恵庭岳の西向き斜

面で行なわれる.この斜面の雪の調査は，昭和43年 2月

の第 1回調査以来いままでに 4回行なった.その結果，

恵庭岳の自然積雪は深さが 1m半ほどで，全層のMない

し%がしもざらめ雪であることがわかった.表面にある

積ったばかりの新雪層を除くと，その下が全部しもざら

め雪になっている場合すらあった.恵庭岳の雪も，深さ

の点では回転競技と大回転競技との行なわれる手稲山の

雪とあまり変わらない.しかし，手稲山の雪に比べると

非常にしもざらめ雪に変わりやすいわけである.しもざ
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らめ雪はたいへんにもろL、から，踏めばすぐくだかれる. に変わりにくいし，たとい変わったとしても，自然のま

しかし，新雪と違って氷の粒が大きいため，踏んでも密 まの雪から変態したしもざらめ雪に比べれば遥かに丈夫

度の大きい雪には圧縮されない.したがって，踏んだし である.

もざらめ雪は，日がたって氷の粒が焼結してもゐまり硬 恵庭岳の雪もミf稲山の雪と同様いろいろな方面から調

L 、雪にはならないわけである.それで，恵庭岳の雪は， 査したが，だL、たL、手稲山の雪の調査結果と同じ結果を

しもざらめ雪への変態を防ぐためにも，積ったら直ちに 得た.それでそれについての細かい説明は省略して，

圧縮しなければならない.圧縮された雪はしもざらめ雪 次に，昭和46年 2月に開かれた札幌国際冬季スポーツ大
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図53 札幌国際冬季只ポーツ大会男子滑降競技場(恵庭岳)の雪の表面硬度.競走距離 2，780m (昭和46年 2月9日)
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競技のコースを下りながら測定した雪の表面硬度であ

る.つぼ足で踏み固めた出発点近くと決勝点，近くとでは

表面硬度は高く，だL、たい 7を越えている.しかし，雪

上車だけで圧縮した中間部の雪の硬度は低い.雪上車に

よる圧雪は，上に述べたように，かなり丹念に行なわれ

た.しかし，図にあるように，中間部の雪の硬度は大き

くても 5である.これから，雪上車圧雪で達しうる最高

硬度は 5であるといってもよさそうである.第 11番

と第 14番の硬度測定場所では硬度が9と11とである

が，この二つの場所で、は特別にっぽ足踏みが実施された
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会のとき，試合終了直後に行なった滑降競技場の雪の硬

度測定の結果を述べる.

滑降競技のコースには長さ 2，780m の男子用と長さ

2，104 m の女子用との 2本がある. いずれも回転競技大

回転競技のコースに比べて倍近くに，あるいは倍以上に

長い.それゆえ雪かためにもたいへんな労力がかかるこ

とになるが，滑降競技で、は多少雪が軟らかくてもかまわ

ない.選手が滑降しながら行なう方向転換が回転競技や

大回転競技の場合ほど頻繁でないからである.それで，

出発点付近の急斜面と決勝点近くにある急斜面とを除い

た中間部は雪上草で圧雪した.雪上車は決勝点のすぐ上

にある急斜面の壁を迂回して緩傾斜の中間部に出，毎日

2回ないし 3回は雪の上をくまなく歩いた.多いときは

10回にも達したと聞いている.急斜面の雪は，前節で述

べたとおりの方法によってつぼ足で、固めた.

図53が 2月9日試合が終了したすぐあと，男子滑降

10 
発在

。
r 出

図55 札幌国際冬季スポーツ大会滑降競技場(恵庭岳)

の雪。硬度密度鉛直分布図. (a)男女競技場， (b) 

女子競技場. いずれも出発点から少し下がった地点

でのもの.
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凶 56 札幌国際冬季スポーツ大会飛躍競技場の雪の

表面l硬度. 大倉山ジャンプ台.気温 +0.5~十1.0

"C，雪温 lSC (昭和 46年 2月14日)
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図54 札幌国際冬季スポーツ大会女子滑降

競技場(恵庭岳)の雪の表面硬度.競走距

離 2，104m (昭和46年 2月7日)
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のである. 図54は女子滑降競技コ←スの表面硬度であ が下がるとかなり急速に増大する.この大倉山ジャンプ

る.この表面硬度も 2月7日の試合終了を待って直ちに 台の雪も，表面硬度を測定した日より寒かった試合当日

行なった.男子滑降競技場の雪に比べ全般的に硬度が小 には，図 56iこ現われている値よりも大きい硬度であった

さい.ことに，出発点および決勝点付近のつぼ足で固め に違いない.

た雪で‘も，なお， 7の硬度に達していないのが目立つ (6) 雪の温度と硬度との関係.融解による雪の軟化

男子滑降，女子滑降の両方の競技場の出発点を少し下 今までに何度か，温度が下がると氷が硬くなるため，

がった所で・雪に穴を掘り，硬度，密度，温度の断面観測を 雪の硬度も温度降下とともに増大すると述べた.それな

行なった.その結果が図 55の図(a)と図(b)とである. らば，その硬度の増大率，つまり温度が 1"C下がったと

男子滑降競技場の図(a)を見ると，地上8cmから35cm きの硬度の増し高はどれくらいのものであろうか.増大

までが，硬度が 2以下の厚さが30cm近くにも及ぶ軟ら 率は雪が変われば変わるに相違なL、から，一概にこれこ

かL、雪である.しかもしもざらめ雪に変態している.女 れの値であると L、うわけにはいかない.しかし，次にあ

子滑降競技場の図 (b)にも，厚さが 10cmにすぎないと げる例からそのだいたいの値はつかむことができるであ

はいえ，ちょうど中央の高さに同じく軟らかし、層が見え ろう.

る.前節の女子大回転競技場の雪の図 51にも硬度 2以 地面に積った自然の積雪からしまり雪の大きな塊を切

下の雪が現われていた.雪かためは，このような軟らか り出して低温実験室に入れ，低温実験室の温度を -4"C

い層が内部に残らないよう注意して行なう必要があろ からー25"Cまでの範囲内でいろいろに変えながら雪の

う. 塊の硬度を測定した.こうすれば同ーの雪の硬度が温度

大倉山ジャンプ台の雪の表面硬度も，試合終了日の翌 によって変わる有様が知られる. 図57は密度 0.35のし

日に測定した. 図56の下半分にジャンプ台の縦断面が まり雪の塊を使って得た結果で、ある.横軸にマイナスの

書いてある.測定は滑走飛躍路に沿う 11個所で行なっ 温度が，縦軸に硬度がとってある.同じ温度でも，測定

た.各測定個所での表面硬度が，縦の点線でつないで、図 を繰り返すと，繰り返すたびごとに硬度の値が少しずつ

の上半分に示してある.助走路の下部を除くと全体にわ 違う.しかし硬度の値はある範囲内に収まる.図57の縦

たって硬度が高い.硬度が 10を越える所が多い.前に の太い線分はこの硬度の値の範囲を示している.この図

述べたように，硬すぎるためレーキで雪の表面を掻いて から温度降下による雪の硬度の増大がかなり急速である

軟らかくしたほどである.この表面硬度を測定したとき ことがわかる.図に書き入れた右上がりの破線は，温度

は暖かく，気温がプラス 1"Cほどであった.雪の表面の が 1"C下がるごとに硬度が 0.3ずつ大きくなることを示

温度もマイナス1.5"CとL、う札幌の雪としては高い値を す線である.この破線は硬度の値の範囲を示す縦の太い

示した.次の (6)で説明するように，雪の硬度は温度 線分の全部をだL、たL、公平に貫いているから，この破線、

に温度降下による硬度増大の有様を代表させてもよいで

あろう.すると温度降下による硬度の増大率は 1"Cにつ

き 0.3であるということになる. 同様な測定を密度が

0.33と0.47とのしまり雪の塊を使っても行なL、，それぞ

れの硬度増大率を求めた.これら 3個の測定結果をまと

10 
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めたのが次の表で、ある.

E
U
¥
曽
-
)

密 度 -5"(;での硬度

日
一
日
一
一
川

硬度増大率

0.33 

0.35 

0.47 21 

-5 -10 15 -20 

表にはー5"Cでの硬度の値ものせである. -50Cでの

硬度が高いほど硬度増大率も高い.つまり，硬い雪ほど

温度降下に伴う硬度の増大が激しいわけである.この測

定に使った試料は 3個とも自然のままのしまり雪で，ス

キー競技場の圧縮して固めた雪とは違う.しかし人為的

に圧縮した雪もだし、たい同じような硬度増大率を示すと

'C 

図57 雪の硬度と温度との関係.密度 0.35のしまり雪.
硬度増大率 0.3/"C

50 



内?日 lp f??  
11 午前 午後

水

81kil i1( 
71i¥ 』

ii¥1  
6パ¥: I i 

日米!?(0い4 山
¥・--l / 

川、¥/ム/i y.- ¥/  
i1Ocm(川50"':0.53 山、.-.;、 ij
¥i ノ¥ -.-L
~-ー寸-- ¥ ，r-ー白十ニココトLl ¥ / i / 一寸←ー『

¥! / I i "1 
l ノ I 1 

. 、ノ/¥
2" iV ! '. 

間41斗↓J ¥
~ u ~時

図58 湿り雪の硬度の日変化.実線:積雪表面の雪，

破線:表面下 10cmの雪，一点鎖線:表面下 18cm
の雪.ざらめ雪.( )内の数字は密度.北海道母子

里 (昭和 43年4月20日， 日青)

予想してよいであろう. (4)と(5)とで見たように，ス

キー競技場の雪の硬度は非常にむらである.場所ごとに

硬度が違う.この硬度のむらは，硬度の大きい雪ほど硬

度増大率が高いから，温度が下がれば下がるほどひどく

なる.スキー競技にあたっては，このような点も考慮に

入れておく必要があろう.

前に述べたように，自然のままの乾いた雪の密度は大

きくても，普通， 0.4を越えない.それにも拘わらず，上

の表にあけ、た 3種類の雪のうちの一つは密度が0.47もあ

る.これは例外の雪といわなければならない.ある実験

に特に密度の大きい雪が必要だったため，札幌の近くの

山に出かけて 2mを越える厚さの積雪の下部から探し出

したものである.

2.で述べたように，気温がプラスになってスキー競技

場の雪が融けることは，札幌オリンピック会期中まずあ

るまいと考えられる.しかし，雪が融けた場合硬度がど

のように変わるかを知っておくことも参考にはなるであ

ろう 春の積雪は，日中は融け夜間は凍るために 1日

の聞の時刻によって硬度が激しく変動する.その変動の

有様の一例を図 58に表わした. 横軸が午前7時から午

後 11時半に至る時刻で，縦軸は硬度である. 積雪は 50

cmの厚さで全体がざらめ雪であった. 実線が表面の雪

札幌オリンピック冬季大会の雪

の硬度を，破線が表面下 10cmの深さの雪の硬度を，点

線が表面下 18cmの深さの雪の硬度を表わしている.観

測を始めた午前7時半には日がすでに昇って雪が融けだ

していて，表面の雪の硬度は 2.4という小さい値になっ

ていた.時がたって融解が進むにつれ硬度はさらに下が

って午前 10時には 0.5となった.しかし，それ以後は夕

方までその付近の値にとどまった. この間の含水率は

10%を越えた 20%に達したこともあった. 日没とと

もに雪の表面は冷えて凍り始めた.そのため，午後 6時

こやろから表面の硬度は急に上昇し始め，最後の観測時刻

の午後 11時 15分には 12という大きい値に達した.

深い所にある雪は表面の雪と硬度変化の様子が少し違

う.深さ 10cmと18cmとの雪は，図が示すとおり，午

前7時半でも 8ないし 9の硬度を保持している.気温が

上がり日射しが強くなっても，その影響がこれらの深さ

にまでは届かなかったからである.しかし，そのあとは

だんだん硬度が下がり，日没を過ぎても下がり続けた.

日没後でも硬度が回復しないのは，夜の寒気が雪の中，

深い所にまで浸透して雪の中の水を凍らせるには長い時

間を要するからである.日中，硬度が下がる主な原因は，

雪の表面が融けてできた水が降下して深い所の雪の含水

率を増大させることでおる.雪の温度が上昇したためで、

はない.雪の温度は，雪が水を含んで湿っている限り正

確にoocに保たれるからである.観測開始の午前7時半

でも雪は少し湿っていたから，図 58に表わした硬度変化

は，午後6時以後の表面の雪の硬度上昇を除くと，全部

Oocの温度で起こったのである.

気温が上がって雪が湿ると，スキーの抵抗が増してス

キーの速度が落ちることはしばしば経験するところであ

る.その原因のひとつは，上のように雪が軟化してスキ

ーが雪の中に沈むことであろう.また，雪に含まれる水

がスキーの摩擦を増大させる作用を持っているとも考え

られる.ところで雪には，手稲山の男女回転競技場の頂

上付近の水を混ぜて踏み固めた雪のように，硬度が 100

近くのもの，あるいは 100を越えるものもある.このよ

うに硬い雪になると，気温が上がって雪が湿っても，ス

キーの抵抗が増大しないとLづ実験結果が得られた.次

の(7)で述べるのはその実験の話である.

(7) 非常に硬い雪とスキーとの摩擦係数.スキーに

よる新雪の変形

昭和44年 2月の 12日と 13日とに，低温科学研究所は

日本楽器製造株式会社スポーツ用品部研究課との協同の

もとに，標高 1，400mの長野県戸隠スキー場でスキーの

滑走抵抗の研究を行なった.斜度 11~12。の緩斜面の上

に斜度 20
0

の急斜面が続く場所を実験場に選んだ.熟練
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したスキー走者が急斜面上から出発して緩斜面の上へと て摩擦係数を求めたあと，翌日の朝もう一度同じ実験を

直滑降を行なう.緩斜面の走路上12mをへだてたA点と 繰り返した.翌朝は雪が凍って硬度が 150とL寸大きな

B点とに，スキー走者の足から反射される光を光電管で 値に上がっていた.凍った雪はよく滑るはずだから，摩

受けて走者の滑走速度を測定する装置を置いた.走者が 擦係数は小さくなっているだろうと考えていた.ところ

A点 B点を通過するときの速度 VA，VBを測定すると， が予想に反して，前日の湿った雪で得た摩擦係数とほと

それをもとにしてスキーと雪との聞の摩擦係数が計算で んど変わらない摩擦係数が得られた.そのことを示すの

きる.摩擦係数が大きいほどスキーの抵抗は大きい.急 が図 59である.

斜面の上，高い点から滑降し始めるほど VA もVB も大 図 59の縦軸は摩擦係数，横軸は m/sで表わした滑走

きくなるから，滑走速度の噌大に伴なって摩擦係数がど 速度である.白と黒との丸印と三角印とが書き入れてあ

のように変わるかも調べられる るが，しばらく印の形は考えずに，印の白黒だけに注意

積雪は厚さが 77cmで，表面から 16cmの深さまでは しよう.白い印はつぼ足で踏んだぬれしまり雪の上を滑

一般スキーヤーに踏まれた湿ったしまり雪，つまり踏ま ったときの摩擦係数を，黒い印は翌朝の凍った雪の上を

れた「ぬれしまり雪」であった. 12日の午後 2時ごろ合 滑ったときの摩擦係数を表わしている.白い印も黒い印

水率を計ったら 13%とL、う値を得た. 100gの雪雪，を取る も入り混じつていて，どちらが上にあるとか下にあると

と，そのうち 1臼3gが水で

る.硬度は1.7，密度は 0.4“1であつ7たこ. ぬれしまり雪の の場合とでで、摩擦係数に差が認められなかつ7たこわけでで、あ

下には厚さ 6cmiほまどの氷板があり，その先地面まではさざ、 る.朝は凍っていたこの雪も， 日が高くなるにつれ融解

らめ雪であった. ざらめ雪の温度はー2
0

Cないし -3"C が進んで軟化し，硬度の値は午後 1時には20となり，午

であった.このことから，表面の雪が融けて湿るのは日 後 3時には 3にまで下がった.しかし滑走速度を16m/s

中だけのことで，夜になれば気温が下がって表面の雪も の一定値に保って測定した摩擦係数は，多少増大の傾向

凍ることがわかる. を示したとはいえ，ほとんど変化しなかった.以上の実

つぼ足で踏んで表面のぬれ雪を固めて密度を 0.45， 験結果をもとにして，さきに OOC以下で 100を越える

硬度を 5.1にした.踏んでから 40分か 50分たってもう ような硬度をもっ非常に硬い雪は，融けて湿ってもスキ

一度硬度を測定したら 6.5に増加していた. 1時間足ら ーに対する抵抗をi脅さないといったわけで、ある.ところ

ずの聞に 3割も硬度が増したわけである.前に，湿った で，雪が湿っているか凍っているかによる差はないとは

雪では氷の粒の結合が速いため硬化速度が大きいといつ いえ，摩擦係数の滑走速度による変化はかなり大きい.

7こが，これはそのことを示すーっの例である.このつぼ 図 59の摩擦係数の値を表わす印は，全体として，右にあ

足で固めたぬれしまり雪の上をいろいろな速度で滑走し るものほど位置が高い.つまり滑走速度が大きくなると
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図59 非常に硬い雪とスキーとの問の摩擦係数

52 

摩擦係数が上がりスキーの低抗はかなり急速に増す，

実験には 2種類のスキーを使った.一方は滑走面にポ

リエチレンの薄板を貼りつけただけのもの，他方ははっ

たポリエチレンの薄板の上にホノレメンコーレン青のワ、y

クスを塗ったものである. 図59の丸印はワックスを塗

らないスキーの場合の，三角印は塗った場合の測定値で、

ある.全体として，丸印の方が三角印より位置が高い.つ

まり，ワックスを塗らないスキーの摩擦抱抗の方が大き

いといえる. tごし、たい， ワッグスを塗ったら摩擦係数が

0.01ほど小さくなったといってよいであろう.

上の実験結果だけで考えると，水を混ぜてつぼ足で踏

み，手稲山男女回転競技場出発点付近の雪の程度にまで

固めておけば，仮に暖気がきて雪が融けたとしても競技

にさしっかえは起こらないといえるかも知れない.しか

し，この実験では直滑降しか行なわなかった.それゆえ，

回転しながら滑降する実際のスキー競技の場合のことに

まで，上の実験結果をあてはめて考えるのには危険があ
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通れば大さく移動し，かっ，ひどくゆがむ.スキー競技

と直接の関係にはないけれども，スキー自体に関する問

題の一つに違いないから，付録として，スキーによる新

警の変形を示す写真を図 60としてつけ加える. この写

真は，次に述べるようにして撮った.

厚さ lmmほどの四角な鉄板を新雪の表面に縦にさし

込んで引き抜くと，雪の中に板の広さだけの隙間が残る.

その際関にベンガラの赤い粉を務とし込むと，粉が際問

の壁に付着するから，雪の中に赤い幕をたれ下げた形に

なる.この幕を何枚も前後に並べてたらしておいた所ヘ

スキーで滑っていって止まり，スキーの下の雪の切断面

をだした.図 aがその切断面の写真である. 9枚の赤い

幕をたらしておいたから，その切口が 9本の赤い線とし

て写真に現われている.初めは全部の幕が，いちばん左

の線で表わされるように，まっすぐにたれていたわけで、

ある.ところが，雪が移動し，かつ，ゆがんだため，スキ

ーの下にある 8本の線の上の方は複雑に屈崩しながら左

の方へ傾いた.この傾いた線の形から雪の変形のしかた

を，すなわち，雪がどのように移動しまたゆがんだかを

知ることができる.図 bの写真は雪の切断面を水でうす

めたインキを霧吹きでかけて染めた有様で、ある.雪の変

形のさらに細かL、点が見えるようになった.

写真aとbとの実験は平地で行なったからスキーの速

度が小さかった.斜部に積った新雪の中にベンガラの赤

い幕なたらしておき，その上を高速度で通り過ぎ、たあと

の切断面が写真 Cでらる.写真 d~ì，その切断面をイン

キでー染めた有様である.写真cの赤い線も写真dのイン

キの模様も，それぞれ，写真 aのスキーの本体の下にあ

る赤い線と写真bのスキーの本体の下の模様と，同じと

いってよいくらいに似ている.それゆえ，スキーが通り

過ぎたあとに残る雪の変形は，スキーの速度の大小には

かかわりなく同じでおるといってよい.斜面での実験の

図60 スキーによる新雪の移動とゆがみ 場合には，スキーが通り過軍てしまうから，スキーの先

端がどのように雲を変形しながら進んで、ゆくかが見られ

ろう.官官に述べたように，札幌オリンピック大会の場合 ない.しかし，上のことから，つまりスキーが通り過ぎ

には，雪が融ける必配はまずないといってよい.たとい たあとの雪の変形が向じであることから，スキーの頭部

融けることがあるにしても短い簡に限られる.それに，男 は写真 a，bに現われたとおりにして雪を押しつぶしな

女回転競技場出発点付近の雪は硬すぎたため，札幌額際 がら進んでいったと考えてよいであろう.

冬季スポーツ大会のときには試合前に塩をまいて軟らか

くした.これらのことがらを考え合わせると，札幌オリ 7. あ と が き

ンピック競技用の雪は，硬度が7よりは大きいが 10をあ 以上，来年の昭和47年 2月に札幌で関かれる第 11凹

まり越えない程度に留めるのが適当であると恩われる. オリンピック冬季大会の準備のために行なったスキー競

スキー競技場の雪は，その上をスキーで滑ってもほと 技場の雪の調査研究について述べた.調査研究には， 4. 

んど動かないほど硬く固められている.掻き削られて多 (4)で説明した「木下式硬度計jが主要な測定手段とし

少へこむだけである.しかし軟らかし、新雪は，スキーが て使われた.これによると，雪の硬さを数量的に硬度と
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して表わすことができる. 3.で述べた経緯によって，ま 正する必要があるであろう.この種の規格設定には，来

ず，オリンピッグ回転，大回転スキー競技場の雪は木下 年のオリンピック大会競技場の雪の硬度測定が大いに役

式硬度が7ないし 10であるべきだとの規格を立てた. 立つことと思われる.ただ，この測定は，オリンピッグ

この硬度の雪になると，スコップも突き立てられないほ 大会のためにすで、に用意されてしまった雪の調査となる

ど硬い.ところが，オリンピック大会の予行演習ともい から，オリンピック大会そのものの役には立たない.し

われる今年の昭和46年 2月に開かれた札幌国際冬季ス かし，北海道のスキー競技の将来の発展のためには寄与

ポーツ大会の回転競技場，大回転競技場では，雪の表面硬 する所があるに違いない.

度が 7にも達しない所がたくさんあった.それにも拘わ 6. (5)で、述べたように，雪上車で圧縮された雪の硬度

らず，競技は無事に行なわれた.こうなると，上に定め は，せいぜい5にしか達しない.たいていの場合3前後

た競技場の雪の硬度に関する規格は厳しすき、るのではあ にとどまる.雪上車はもともと雪に沈まずに雪の上を走

るまL、かとの疑惑が生まれる.しかし，あとで競技関係 るように作られた無限軌道車だから，接地圧が小さく雪

者と話しあったときに受けた感じでは，硬度が 7以下の を圧縮する力が弱い.何にせよ冬の初めから雪が積るご

場所では，スキー選手の技何が充分に発揮されなかった とに圧雪するのである.それゆえ，接地圧の大きい無限

と考えているように受け取られた.オリンピック競技大 軌道車を使った方がよL、かも知れない.新雪は積るごと

会のために新たに作られた競技場では，昭和45年と 46 に次々に固められるから，重い車でも深い軟らかし、雪に

年とに，つぼ足踏みや雪上車によって，すでに 2回，雪 ぬかつて動けなくなることはないだろう.前方にある雪

かためが実施されている.来年は，本番のオリンピック をかき込んで、粉々にくだき遠くへ投げとばすロータリー

競技大会のために 3回目の雪かためが行なわれる.いま 除雪機械がある.飛ばされてから堆積した雪は密度が大

までtこ得た経験が生かされて，軟らかし、雪の少ないすぐ きし、から焼結すると丈夫な雪になる.硬度0.05未満の新

れた競技場が作られるものと期待される. 雪をこの除雪機械で投げとばして堆積させ 2日後に硬

5.および6.にあげたいくつかの硬度鉛直分布図が示す 度を計ったら 1ないし 5の値が得られた.一週間後には

ように，充分に踏み固められて硬度が高い雪でも，表面 2ないし 6の硬度の雪に固まっていた.これは3月上旬

から内部へ下るにつれ硬度が落ちる.これは，踏まれた に行なった実験の結果で、ある. 2月のうちなら気温が低

あと氷の粒が焼結して一度は硬くなった内部の雪も，温 L 、から，硬度がもっと大きい雪になっていたであろう.

度勾配のためにしもざらめ雪に転化するからである.こ 競技場の中の場所によっては，この方法を雪かために使

れは，北海道のように寒さの厳しい所では防止できない うと便利なことがあるかも知れない.

現象である.オリンピック競技大会は会期が 2月上旬で この小文は，札幌の雪をオリンピックスキー競技のた

時期が早いから，まだ幸いである. 2月の下旬あるいは めに固める話であった.冬のさなかの札幌地方の山の雪

3月にもなれば，しもざらめ雪への転化が大幅に進行し は，温度がー100Cに近く，全然、水気を含まず乾いている.

て，底近くの雪は相当弱L、ものになるであろう.それに これに反し，本州の雪は湿っていることが多いし，たと

しても，圧縮された雪ならしもざらめ雪に転化しても，か い湿っていなくても温度が融解点の OOCに近い.氷の性

なりな硬度は保つ.しかし，自然に積ったままの雪から 質は，温度が Oocに近いか Oocから遠L、かによって著し

転化したしもざらめ雪は全くもろい.軽くさわっただけ く変わる.それゆえここに書いた調査研究の結果を，そ

でくすやれるほどである.それゆえ競技場の雪の中に，人 のまま，本州の雪の場合に当てはめることはもとよりで

為的に圧縮されたことのない雪の層を残すことは危険で きない. 3. (7)では長野県八方尾根スキー場の雪につい

ある.そのためにも，競技場の雪は，冬の初めに雪が積 ての， 6.( 7)では長野県戸隠スキー場の雪についての筒

り始めたときから，途中で休むことなく踏み続けなけれ 単な調査結果を述べた.どちらの雪でも温度はOOCに近

ばならない. く，雪の表面の下lOcmあたりの深さに厚い氷の板が広

競技場の雪は硬度 7以上であるべきとの規格を作った がっていた.この硬い氷の板があるために，その上の雪

としても，表面から底までの雪全体を硬度 7以上に保つ は踏まれると強く圧縮されて非常に硬く固まる.札幌の

必要はあるまい.第一，下層の雪は温度勾配のためにし 雪に，このような氷の板が現われることはない.本州の

もざらめ雪に転化して軟化するか
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の北海道大学低温科学研究所の研究員が行な 4 た.詳し

いことは，これらの文献に書いてある.また，調査研究

に際しては札幌オリンピック組織委員会，日本スキ一連

盟，自衛隊のかたがたから多大な援助を受けた.ここに

記して感謝の意を表わす.
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