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麺遊癬避）．巨（・）塑遮墜・・頭コ

研究科の動向

黒岩大助教授停年退官にあたって

；比海道大学大学院環境科学研究癖卜物理学部門

　　　教授小林禎作

　　黒岩先生は昭和18年5月，創設間もない低温科学研究駈助手となられてから本年4月1日

付をもって停年三宮されるまで，その37年にわたる本学在任中は，もっぱら低温科学研究所に

おいて活発な研究活動を続けてこられました。その前半は同所応用物理学音ll門で，主として電

子顕微鏡による霧核の研究と積雪の誘電的性質の研究を行なわれたのであります。山回の電子

顕微鏡による観察は世界における先駆的な業績で，昭和30年これによって摂1本気象学会賞を受

けられました。

　　本学在任の後半は，物理学部門の主任として後進の指導に当るとともに，分散系としての

積雪の構造を中心テーマに数多くの論文を発表してこられました。なかでも，氷山二三および

多結晶の内部摩擦，氷の焼結，氷結晶の腐触と転位の運動，電線着氷と着雪についてのすぐれ

た業績は，わが国の雪：氷研究の声価を世界に高からしめたのであります。これらの研究により

先生は昭和42年鐸1本雪氷学会賞（学術賞）を授与されました。

　　先生はまた昭和50年4月より退官されるまでの5年間低温科学研究所の所長として，また

本学評議員として，研究所ならびに大学の管理運鴬に力を尽されましたが，環境科学研究科の

創設に際しては，寒地環境において雪氷研究の果たす重要性を強く主張され，その実現に努め

てこられました。

　　昭和48年2月に当時の丹羽学長の新構想に基いて，環境科学研究科（仮称）検討委員会が

設けられ，さらに同年10月設立検討委員会に引継がれた間，先生はこれらの委員を歴任されま

した。昭和52年4月研究科発足後は，協力講座を担嘉して同科の発展に努力されたのですが，

日浅くして本年4月に退官されたのは誠に残念なことであります。退宮後は健康に留意され

て，一一層のご活躍を祈念する次第であります。
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黒岩大助教授略歴

　生年月鐵　　大正5年9月5日

　本　　籍　　高知県高岡郡越知町1越知223番羅敷

　現住所　　札幌市東区北27条東5丁黛10番地

学　　　　歴

　昭和9年3月　　　高知県立高知工業学校電気科卒業

　〃　15年3月　　東京物理学校高等師範科理化学部卒業

　〃28年1月　　理学博士（北海道大学第1482号）

職　　　　歴

昭和15年7月

〃　18年5月

〃24年11月

〃29年4月

〃　35年11月

〃38年2月

〃38年4月

〃44年6月

〃　44年9月

〃47年3月

〃49年
〃　　50益1三　1　ノヨ

〃　50無三4月

　〃　52年4月

　〃　　52肉三　9　月

　〃　　54益F12、目

賞　　　　罰

　昭和30年5月

　〃42年10月

　〃　53年2月

逓信省電気試験所　技手

北海道大学低混科学研究所　助手

北海道大学低温科学研究所　講師

北海道大学低温科学研究所　幼教授

US　Army　Cold　Reg玉ons　Research　and　Engineering　Lab．

客員研究員（2年關〉

北海道大学低温科学研究所　教授　物理学部門担当

北海道大学大学院理学研究科　担当

日本学術会議地球物理学研究連絡委員会　委員

属本雪氷学会　北海道支部長

IUGG国際雪氷委員会　日本代表委員

英国ケンブリッジ国際雲氷学会評議員

日本学術会議地球物理学研究連絡委員会雪氷小委員会委員長

北海道大学　低温科学研究所長（併任〉

北海道大学評議員

北海道大学大学院環境科学研究科　担当

国立極地研究所評議員

IUGG團際雪氷委員会副会長

監本気象学会賞

日本雪氷学会賞

北海道科学技術賞
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主な学会活動
昭和44年6月　　目本学術会議地球物理学研究連絡委員会委員

〃　44年9月～47年1月　　日本雪氷学会北海道支部長

〃　46年9月

〃47年7月
〃　47年

〃49年

〃49年3月

〃　50年1月

〃50年9月

〃53年8月

〃54年12月

連合王i蜀，ノルウェー，スイスへ雪氷研究状況視察のため出張

臼米科学協力事業日本代表研究者としてアメリカ合衆国に出張

王UGG園際雪氷委員会日本代表委員

英国ケンブリッジ国際雪氷学会評議員

IUGG國際雪氷委員会主催，雪の力学に関する国際シンポジウム組織委員

としてスイス，オーストリアに出張

日本学術会議地球物理学研究連絡委員会雪氷小委員会委員長

国際雪氷学会主催，応用雪氷学シンポジウムの掘待講演者として連合王国

に出張

第2回除雪，氷制御に関するシンポジウムの招待講演者としてアメリカ合

衆国に出張

IUGG国際雪氷委員会副会長



202

1．

2．

1．

2．

3。

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

王1．

研

電子顕微鏡

スキーヤーのための雪の科学

超電子顕微鏡による霧核の研究

究　業

熱式及び電気式霧消散法の予備的研究

積雪の熱伝導率と積雪内部の昇華

荷重による積雪の破壊の機構

電気視程計の試作　（王）

積雪の電媒常数と形数

電子顕微鏡による霧核の研究

積雪の粒の形をあらわす数について

衝撃荷重による積雪の沈下の経過

積雪内部の昇華

電子顕微鏡による霧核の研究

績

　著　　　　書

昭！7年11月（1942）ラヂオ科学社（日本放送出版協会）

　　　　　　　　昭47年1月（1972）　　共立出版社

　論　　　　文

　　　　　　　　昭20年2月（1945）戦時研究，6の2

　　　　昭20年2月（1945＞千島，北海道の霧の研究

　　　　　　　　昭23年（1948）科学，第18巻第2号

　　　　　　　　耳召23年　（1948）　　不斗学，　第18巻第5号

　　　　　　　　｝｛召24年　（1949）　　　　｛氏書撤禾斗学，　第2i瞬

　　　　　　　　昭24年（1949）科学，第19巻第6号

　　　　　　　　昭24年（1949）科学，第19巻第2号

　　　　　　　　昭24年（1949）雪氷，第11巻第1号

　　　　　　　　昭25年（1950）雪氷，第12巻第2母

　　　　　　　　昭25年（1950）　低温科学，第3輯

　　　　　　　　昭25年（1950＞　防霧林に関する研究
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プロペラの着氷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭26年（1951）　　低温科学，第6輯

模型プロペラの着氷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭26年（1951）低温科学，第6輯

積雪の粒の形をあらわす数について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭26年（1951）．低温科学，第7輯

電子顕微鏡による霧核の研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭26年（1951）低温科学，第7輯

積雪の誘電的性質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭27年（1952）低温科学，第8輯

積雪による電磁波の吸収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭28年（1953）．低温科学，第9輯

電子顕微鏡による霧核の研・究

　　　一とくに雲粒の凝結核について一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭28年（1953）低温科学，第9輯

Electron－Microscope　Study　of　Fog　Nuclei

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1951　Journal　of　Meteorology，　VoL　8，　p。157－160

Dielectric王）roperties　of　Snow

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1952　　The　Japan　Science　Review，　VoL　2

Electron－Microscope　Study　of　Atmospheric　Condensation　Nuclei

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1953　　　Studies　oll　Fogs．

ATurbulent　Di鉦usioa　of　Fog　Water　Conten£near　the

　　　Ground　and　Fog－preventing　Forest

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1953　　　Studies　on　Fogs．

ABalloon　Fog　Meter　and　the　Vertical　Distributio簸of　Liquid

　　　Wa£er　Contents　in　the　Lower　Atmosphere

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1953　　　Studies　on　Fogs．

Wind　Foece　on　a　Conifer　Tree　and　theΩuan£ity　of

　　　Fog　Water　thereby　Captured

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1953　　　Studies　on　Fogs．

霧水量の乱流拡散と雛型林の防霧効果について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭28年（1953）低温科学，物理篇，第11輯
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26．

27．

28．

29．

30．

31，

32。

33．

34．

35．

36．

37．

38．

39．

振動法による積雪の弾性及粘性の研究　王

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭29年（1954）低温．科学，物理篇，第13輯

過冷却した霧の中での樹霜の成長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1；召29年　（1954）　　で底～1註零…三卜学，　物ヨ里篇，　第13準1‡

過冷却雲中における雪の結品の成長，特に微小水滴の役割について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭30年（1955）低温科学，物理篇，第！4輯

台風15弩による送電線の塩害と窓ガラスに付着した塩の結晶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭30年（1955）天気，第2巻第！号

凝結核に関する最：近の研究とその展望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭30年（1955）天気，第2巻第10号

振動法による積雪の粘弾性の研究　II

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭31年（1956）低温科学，物理篇，第15輯

0℃～一！00℃の範囲における氷の粘弾性　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭3／年（！956）低温科学，物理篇，第15輯

氷，雪，過冷却水滴の誘電的性質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭3！年（1956）応用電気研究所彙報，第8巻

着氷と着雪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭31年（1956）応用電気研究所彙報，第8巻

Dielectric　Properties　of　Snow

　　　　　　　　　　　　　　　　1956　　Publication　no　FAssociation　Intemational

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d’Hydrologie，　Rome．

The　Composition　of　Sea－Fog　Nuclei　as至denti且ed

　　by　Electron　Microscope

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1956　Joumal　of　Meteorobgy　Vo1．13

電子顕微鏡による海霧の凝結核及び海洋性エアロゾルの

　　物理的ならびに化学的性質の研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭32年（1957）低温科学，物理篇，第王6輯

電子顕微鏡とIsopiestic法を｛井用したChlorinity　10　3　g

　　以下の水溶性凝結核の測定

　　　　　　　　　　　　　　　昭32年（1957＞天気特別号気象学会75周年記念論文集

水は何度で凍るか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭33年（1958）冷凍，第33巻第363号
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1cing　and　S簸ow　Accretion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1958　Monograph　Series　of毛he　Research　Institute

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Applied　Electr三clty，　No．6

Dielectric　Properties　of　Ice，　S職ow　and

　　SupeτcooleδWa之er

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1959　Monograph　Series　of　the　Research　Ills魔ute

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Applied　Electricity，　No，6

最近の霧の研究とその展望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭34年（1959）気象研究ノート，第10巻第5号

多結繍及び単結晶の氷の内都摩擦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭34年（1959）低温科学，物理篇，第18輯

積雪のIce－Bo獄dingにともなう弾性率，内部摩擦の変化，

　　ならびに氷の焼結機構に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭35年（1960）低温科学，物理篇，第19輯

AStudy　of　lce　Sinter玉ng

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1961　　Tellus，　Vol　13，　No．2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1962　　CRREL　Research　Report，86

氷の焼結

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭35年（1960＞金属物理，第6巻第6号

氷の腐触と転位ピットの研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭37年（1962）金属物理，第8巻第5号

S皇udies　of　Ice　EtchiD．g　and　Dislocation　Etch王）its

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1962　Snow　and．　Ice，　M．1．T．　Press　Mass．

空中線などへの着氷雪について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：昭37年（1962）テレビジョン，策18巻第9号

熱腐触法で観測した氷の研摩面の摩耗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭39年（1964）低混科学，物理篇，第22輯

In£ernal　Friction　of　Ice

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l964　　Contribution．s　from　the　Ins£itute　of　Low

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Temperature　Science，　Ser．　A，　No．18

1cing　and　Snow　Accretion　oロ獄ectric　Wires

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！965　　CRREL　Research　Report，　No．123
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53．

54．

55．

56．

57．

58．

59．

60．

61．

62．

63．

64．

65．

1鷺temal　Fr圭ction　of　H20，　D20　and　Natural　Glac圭er　Ice

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1965　　CRREL　Research　Report，　No。13！

Studies　of　Ice　Etching

　　　I．Applicatio無of　Thermal　Etching　to　the

　　　　　　　　Study　of　Surface　Abrasioa　in　Ice　Crystals

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1965　　CRREL　Research　Report，　No．142

Etching　of　Snow　a夏d　HQar　Crystals

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！965　　　Proc．　of王籍tern．　Conf．　on　Cloud　Physics，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tok：yo段nd　Sapporo

雪の結晶の腐触

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭41年（1966）低温科学，物理篇，第24輯

雪の結晶の中の気泡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭41年（1966）低温科学，物理篇，第24輯

積雪のタッピング圧縮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭41年（1966）低温科学，物理篇，第24輯：

Meta瓢orphism　of　Air　Bubble　in　a　Snowαys£al

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1966　　Jou騰al　of　Glaciology，　Vo1．6

王）hysicai　Properties　and熱temal　S鋤ucture　of　Greenland　Saow

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1967　　Physics　of　Snow　a織d　Ice，　Vo1．1

Micromeritical　Properties　of　S勲ow

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1967　　Phys三cs　of　SRow　and　Ice，　Vo1．1

L圭quid　Permeability　of　Snow

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1967　　Commission　of　Snow　and　Ice，　Ge簸eral

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assembly　oHAHS，　Bem，　Sep．一〇ct．

積雪のLiquid　Permeabilityについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭43年（1968）低！腓1学・物理篇・策26輯

下藤野リュージュコース，北の峰アルペン競技コース

　　及び大雪山アイスバーンの雪質調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭43年（1968）低温科学，物理篇，第26輯

氷の表面の液状層と焼結

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭43年（1968）雪氷，第30巻第5号
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66，Autoradio　graphyで観察した氷の中の不純物の偏析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭44年（1969）低温科学，物理篇，第27輯

67．蔵王の樹氷調査報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭44年（1969）低温科学，物理篇，第27輯

68．氷河の水文学に関する討論会とノルウェーの氷演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭44年（1969）雪氷，第31巻第4号

69．手稲山における雪ふみ試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭44年（1969）低温科学，物理篇，第27輯

70．薬剤で処理した雪面及び踏みかためた雪面のスキーの

　　　　実走試験による動摩擦係数の測定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭44年（1969）低温科学，物理篇，第27輯

71．大雪山及び八方尾根における硬化雪の調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭44年（1969）低温科学，物理篇，第27輯

72．曲げにともなう氷の底面ピットの挙動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭45年（1970）低温科学，物理篇，第28輯

73．ノルウェーのNigardsbreenより放出された氷河砂と

　　　　シルトの表町構造と鉱物成分について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭45年（1970）低温科学，物理篇，第28輯

74．積雪の圧密化にともなう比抵抗の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭45年（1970）低温科学，物理篇，第28輯

75　1969～1970年冬実施された雪上車による圧雪試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭45年（1970）低温科学，物理篇，第28韓
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