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雪 の密 度

斎 藤 博 英

1. まえがき

雪は空中ででき，雪片として落下し，地物の上に積もり，または付着し，

風や重力や熱により，移動し，変形し，そして融けて水となるまで，非常に

多様な形で，人間生活と関係を持つ。

人間生活との関係では，降雪が電線に付着して生ずる断線による停電．積

雪がある深さまで達すると交通を障害し，長期の積雪の中では果樹の技折れ

や構造物の破壊が生じ， なだれ，融雪洪水等， 迷惑な事項が大部分である

が，流域貯水量として，水資源の大きな部分を占めることも重要である。

これらの現象は大部分雪の重量が物をいい，それはまた，雪の密度から推

測される。

建築基準法施行令には「積雪の単位重量は，積雪量lcmごとに， 1平方

米につき 2kg以上としなければならない」と記されている。とれは非常に単

純で，一般的である点からみると，良いとり決めであろう。しかし，このよ

うな表現では，上限が不明であるから，実際にはどうすればよいのかわから

ない。だから，これを受けて，各県ごとに，さらに具体的な約束を作らなけ

ればならない，ということになる。

屋根の雪については，こんなこともある。 昭和44年の正月，新潟で暮から
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元旦， 2日と大雪が降り， 80cmも積もった。ある建造物の管理をする人が，

3日の朝に出動し，屋上の大量の積雪に驚いて，施設してあった撒水融雪の

装置を働らかせた。ところが装置の一部故障のため，屋根の半分は撒水でき

なかった。それから約 1時間半後，融雪装置の働いたほう の半分の屋根が，

雪の荷重に耐えかねて，破れ落ちてしまった。撒水できなかった半分の屋被

は助かった。こうい うことは珍らしいことであるが，事実が生じた後で、考え

ると，当然あり得ること がわかる。

2. 積雪の密度の概略値

積雪の官、度は， 雪ω研究ω基本的な量として，時間的にも，地域的にも，

広い範囲で観測されているので，その概略の値は， すでに一般的知識になっ

ている。 ーしかし，この小文の基礎的なことなので， ここに一応， 雪氷学会の

とり決めにしたがって復習しておこ う。

降 り積も ったばかりの雪は，六花状，柱状，板状などの結晶の集まったも

ので，やわらかで軽く ，その密度は0.03～0.15g/cm8の程度である。この降

ったときの結晶形が，大なり小なり保たれている積雪を「新雪」と呼ぶ。

これは新雪の定義であるが，上の密度を持った積雪の重さは lcmの厚さ

につき， 0.3～1.5 kg/m2となる。また，純粋の氷の密度は 0.9g/cm8である

ので，この積雪の実質は 3～17%が氷であり，残り97～83%は空気であるこ

とを示している。

新雪が2～3日たつと，結晶の形が失われて，粒状の小さな氷粒が縦横に

つながりJ合った網目組織になる。この状態の雪を 「こしまり雪」と呼ぶ。こ

しま り雪の密度は， 0.15～0.25g/cm8の程度である。

こしまり雪が，さ らに数日経過すると，きめの細かい，丈夫な雪になる。

この状態の雪を「しまり雪」と呼ぶ。寒い地方では，冬期間中この状態で保

たれることが多い。 しまり雪は，日を経過するにつれ，自分の重みによって

圧縮されて，密度は徐々に大きくなる。しまり雪の密度は0.2～0.5 g/cm3の

程度である。

積雪が一部融解したり， または降雨があったりすると，雪の中に水が含ま

れることになる。水を含んだままで，ある時間経過すると，雪粒は次第に大

きくなり，ざらめのよ うな感じになる。この状態の雪を「ざらめ雪」と呼ぶ。
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北陸地方や山陰地方では，暖かい日が多いので，新雪が融けて水を含み，す

ぐざらめ雪に変ってしまうことも多い。ざらめ雪の密度は 0.3～0.5g/cm3 

の程度である。

このほかに「こしもざらめ雪」や「しもざらめ雪」も定義されており，そ

れらの密度範囲はそれぞれ， 0.2～0.4g/cm8と0.25～0.4 g/cm＂とされてい

る。

このようなことを基礎知識として，ここでは，ふつう あまり知られていな

い事項を調べてみよう。

3. 降雪の空間密度

降雪の空間密度は，着雪現象や視程に直接関係する量である。また降雪現

象の強さ を表示する量でもある。 しかし，気象庁の観測法によると，降雪の

強さは， 1時間に降り積もる重量によ って， 4階級にわけられている。

すなわち，雪の 1時間に降り積もる量が， 降水量に換算して lmm（重さ

では lkg/mりより少ない降雪は 「弱い雪」とし，1～3mmを「普通の雪J,

3～6mmを 「強い雪j, 6mm以上を「特別強い雪」と呼ぶのである。

雪片の落下速度はまちまちであるが，だいたいは0.6～1.Om/sec.の，範囲

に入札平均的には 0.8 m/sec.くらいである。 したがって， 1時間同じ強さ

の降り方で（こんな降り方をすることは現実にはないが〉， 1 kg/m2積る降

雪では，その空間密度は約0.35g/m8となる。

このこと を上の観測法に適用すると，降雪の空間密度は，弱い雪では0.35

g/m＂より小さく，ふつうの降雪では0.35～1.05 g/m＂，強い雪では 1.05～2.1 

g/m＂の範囲にあり， 2.1g/m3以上の空間密度の降雪は特別強い雪と呼ばれ

ることになる。ただし，大雪片では落下速度がこの倍くらいまで大きくな

る。

一般に，降雪の強さは10～20分の間隔で変化する。とくに，季節風型の日

本海側の降雪では， それが明らかに経験される。そ して，弱い雪では，雪が

降ったり止んだりしていることも多い。すなわち， 1時間に 1kg/m2程度積

もる降雪では，数分間の比較的強い降雪が 1時間に4回くらいあり， I その聞

には弱い降雪が数分間はさまり， ときにはほとんど止んでいることさえあ

る。
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第 1図降雪の強さの時間変化

l~ 
第 1図は1967年2月16日の長岡における降雪の 1分間ごとの強さを柱状グ

ラフで示したものである（斎藤他， 1969年〉。この図では， 21時10分ころか

ら，同50分ころまではふつうの雪になり，その後23時10分ころまでは強い降

雪になっている。そして，降雪の強弱の変化の幅は，普通の雪のときは平均

値の1.6倍くらいにもなっているが， 強い雪のときには，平均値に対する比

率では，ずっと小さくなっている。

これらのことを考慮すると，降雪の空間密度は，よほど特別な場合でなけ

れば，強い降雪中であっても， 3g/m8以上にならないものとみられる。

ちなみに，雨についてみると， 1時間雨量で15～60mmが強い雨で， 60mm

以上のを特別強い雨（土砂降り〉と呼んでいる。雨滴の落下速度は，直径 1

mmで4.0 m/sec.，直径4mmで8.8m/sec.，直径6mmで9.5 m/sec. （『気

象の事典』 1955年〉であるので，普通の雨では雪片の 5～6倍，強い大粒の

雨では雪片の10倍程度である。したがって，強い雨の空間密度と強い雪の空

間密度とは，だいたい等しい値となる。

4. 新宮の密度

長岡市にある科学技術庁の雪害実験研究所と，塩沢町にある鉄道技術研究

所の雪実験所との観測値により， 1日で積もった新積雪の深さと，その重量

との関係を示すと，第2図のようである。 lOcm以下の降雪では， その密度

は分散が著しいので，採用しない。図中の×印が長岡の値で， 0印が塩沢の

値である。両者の分散範囲にはなんらの差異も認められないことはヲこの関

係が両地方を含むかなり広い範囲で通用するものであることを示している。

第2図には左下隅から右上に向う 2本の直線を描いてあり，下の線は雪の

平均密度が， 0.065g/cm8に対応し，上の線は同じく 0.10g/cm8に対応して
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第2図新しい積雪の深さと重さ（長岡 ・塩沢〕
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いる。すなわち，ここでは，新らしく積った雪の平均密度は，一般にこの 2

つの数値の間にあることを示している。

また，積雪深が20cm内外のときは，雪の平均密度は下の線の方に片寄り，

小さいことが多いのを示している。これは，深い積雪になると，雪自身の荷

重が大きくなるので，先に積った下層の雪が，より大きく圧縮されるためで

ある。

第 3図新しい積雪の深さと重さ（松代・安塚・高田・十日町・津南・奥只見〉
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第2図と閉じことを他の地域について示すと，第3図のようになる。 この

図では，高田 （現在上越市〉，安塚町，松代（まつだい〉町での観測値を⑥

印で示し，十日町市，津南町での観測値を．印で示し，奥只見発電所での値

を×印で示しである。

各印の分布を見ると，その地方に降る新しい雪の期待される密度範囲を知

ることができる。すなわち，海岸に近い地方では，ずいぶん重い（密度の大

きい）新雪も多く，十日町市や津南町では長岡や塩沢と大差がないことが知

れる。奥只見の資料は積雪深の大きいときだけを印しであるが， 0.04～0.05

g/cm3の範囲に多い。

この資料では，雪の重さの測定がないので，同時に観測した降水量を雪の

重さに換算して用いた。しかし， ．印の分布と第2図の点の分布とを比較し

てみると，これらの値はかなり信頼性があることが認められる。

海岸地方では気温が高いため，雪の結晶が軟らか く，｜準りながら圧縮され

る率が大きいことと，ときには降りながら一部が融けて，みぞれとして降る

こともあるので，0.16という大きな密度が見られることになる。

気温が－5℃以下であると，雪の結品は堅いので，圧縮しがたく， 積雪深

が大きくなっても小さい密度を維持できる。また，焼結の速度も小さいの

で，風で吹き飛ばされやすく， 0.04くらいの積雪では，雪面に顔を近づけて，

フーッと吹くと，直径 20cmにも達する大きな穴を作って，中の雪は一斉に

吹き飛ばされて しまう。

気温がO℃に近づくと，雪粒間の焼結の速さが大き く，雪を握って因子に

することが容易である。こういう雪はlOcmくらいのときは0.06g/cm8くらい

の密度であっても，積もるにしたがって，下層の雪は圧縮を受けて密度が増

加し，平均密度も増加する。

5. 冬期間の積雪の漂さと重量の変化

積雪の深さと重量との冬期間を通じての変化を，実際に測定したデータに

ついて，観察しよう。

第4図には，長岡市にある雪害実験研究所において，同構内で1966年12月

23日から翌年3月27日までの間， 毎日観測した積雪の深さと， 1 m2あたり

の重量とを，同研究所の報告（雪害実験研究所， 1970年〉 により 図示した。



100」

~1! 
・~ ；·
グ）

if-
~ 

(cm) 
50• 

斎藤：雪の密度 41 

第4図積雪の深さと重さ（長岡〕

一ー一 一一一ー一一ー」 一一一ー一 ー一一一L_ ' 一一一一一 一一LーーーI 00 200 300 400 

h＇！咋のj長さ （kg/m')

ただし，横軸には重量を kg/m2で示し，縦軸には積雪深をcmで示しである。

この冬の第 1回の降雪は12月1～2日で生じ， 2日朝には積雪深 55cm,

重量61kg/m2であったが， この雪は21日に完全に消えて無くなった。この

図では，第2回目めの雪と線が重なって見わけ難くなるので，この雪は省略

した。

この図の中に記された第 1回の雪は12月23～26日の降雪で，23日朝は積雪

Oで， 26日朝には積雪深35cm，重量24kg/m2, 平均密度は 0.07 g/cm3とな

っている。 ただし， このとき上層の35cmから18cmまでの積雪の 密度は

0.054 g/cm3で，その下は 0.084g/cm3であった。翌27日には積雪深57cmに

なり，重量は56kg/m2となって，平均密度は 0.10g/cm3まで増加した。

つぎの降雪は1月2～5日で， 5日朝には積雪深llOcm，重量158kg/m2 

で，平均密度は 0.143g/cm3となった。 そのつぎの 6日朝には，積雪深106

cm，重量171kg/m2となった。すなわちこの 1日の聞に，積雪深は 4cm減

り，重量は13kg/m2増加している。実際は，前日あった積雪が約24cm縮み，

新しい雪が 20cm積もったのである。したがって，この新しい雪20cmの平

均密度は 0.065 g/cm3であったのである。

1月6日から7日にかけては雨が降った。そのため，積雪深は 19cmも減
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ったが， 重量は 31kg/m2増加している。これは，降った雨が全部積雪層の

中に留まっていたためである。このため， 8日の朝には，この積雪は全部ざ

らめ雪に変質してしまった。 なお， 7日の積雪は重量202kg/m2となってい

たが，そのうち約40kg/m2が水であった。すなわち，約20%の水を含んだ

雪であった。先の屋根が落ちた話は，このよ うな状況を人聞が作ったことに

なる。

つぎの雪は 1月14日から 18日に至るもので， 18日朝には積雪深 128cmに

達し，重量は 318kg/m2まで増加した。したがって，このときは全積雪層の

平均密度は 0.25g/cm8となっている。 この雪はその後の高温により， 表層

からざらめ化し，融雪が進んで， 21日以後には融雪水が地面に達し，一部が

積雪層を離脱し，積雪重量が減少した。

その後は雪が降ったり融けたりして，曲線は複雑な様相を示している。

最後の降雪は， 2月15日からのもので， 2月17日および18日の積雪深が

139cmに達し， この冬の最深値となった。一方，雪の重量は 3日遅れて，

21日402kg/m2の最大値を持った後，融雪水の離脱が始まり，積雪重量は減

っていくことになる。

3月の融雪期の積雪重量が減っていくときには，積雪全層の密度はほとん

ど0.42g/cm8の附近に一定値を占めているのは輿味ある事実である。

s. 融雪氷が積雪層から離脱するときの積雪の平均密度

冬期間中でも，暖かい日中には，積雪の表層近くで，融雪が生じている。

しかし，その融雪水は，積雪の粒子の聞に捕捉されて，雪の含水量を増加さ

せるだけである。そのよ うな水は，気温が下ると，再び凍結することにもな

るので，積雪の重量は減らない。したがって，融雪現象と積雪の減少とは，

必ずしも対応することにならない。

融雪水が積雪層を流下して，地面に到達したとき，その融雪水は積雪層を

離脱する。そのとき初めて，積雪が減少することになる。ーたん離脱した融

雪水は，地面に沿って低い方へ流れたり，地中に渉透したりして，ふたたび

積雪の中に戻ることは，一般には生じない。

融雪水が積雪から離脱するための条件は，積雪層の含水能力よりも，融雪

水量が多くなったときに生ずる。雪の含水能力は積雪の粒子の大きさ，形お
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よび密度（空隙率）によ って異なる。一方，積雪が水を多く含んで，長い時

間経過すると，その粒が大きくなり，ざらめ雪に変る。そして，ざらめ雪に

なると，同じ密度（したがって閉じ空隙率〕の しまり雪にくらべて，水の惨

透が著しく容易になる。また，若干の例外はあるが，一般には，しまり雪か

らざらめ雪に変る と，密度は培加する。したがって，積雪の密度がある値よ

り大きくなると，融雪水は積雪層から離脱しやすい状態になっているのがふ

つうである。

第4図を見ると，融雪期においては，融雪水が積雪層から順調に離脱して

いるときの積雪の平均密度は0.42～0.45g/cm3の程度になり，あまり変化し

ない。しかし， 1月下旬の雪では， 密度が0.38g/cm＂くらいで， 脱水して

いる。このことからみても，融雪水が積雪から離脱する条件は，密度だけで

表わすことはできない。

鉄道技術研究所の塩沢雪実験所では，長年にわたる積雪の断面観測を行な

い，その報告〈荘田・須藤， 1960年）を出している。そのデータによって，

融雪水が順調に積雪から離脱しているときを調べ，そのときの積雪深と積雪

重量との関係を示すと，第5図のようである。図中の数字は各年の下2桁を

示す。

第 5図をみると，融雪水が積雪から離脱しているときの積雪平均密度は

0.4～0. 5g/cm8の聞にあり，積雪の重量が大きい年には，積雪の平均密度は

0. 5g/cm• に近づく傾向が認められる。これは， 積雪の重量が増加すると，

被
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第5図 積雪の深さと重さの関係〈塩沢〉
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第8図 積雪の密度と重量の最大値 自分の重みにるよ圧縮が強く進み， 雪

の密度が大きくなり，そのようなとき

は，平均密度が0.4g/cm3を超えても，

なおしまり雪の層が残っていて，融雪

水の流下を妨げるためである。

冬期間の積雪の最大重量と，融雪調

水が順に離脱するときの積雪 密度と

を，各冬期について求め，両者の関係

を図示すると，第6図のようになる。
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1.000 図中のム印は，前記の長岡のデータで

ある。

第6図による と，積雪重量のそれまでの最大値が 300kg/m2以下の場合に

は，積雪平均密度が 0.4g/cm8くらいで脱水し，積雪重量の最大値が， 1,000

kg/m2くらいに増加したときには，積雪平均密度が 0.5 g/cm8くらいになら

ないと，順調な脱水が生じないことが認められる。

1. 積雪の最深値と重量

積雪層の自然圧縮による雪密度の時間的変化は， その雪層がしま り雪であ

る聞は， 主として荷重による粘性圧縮として， つぎの式で表わされること

が，小島賢二（1957年〉の研究によ って明らかにされた。

それは，積雪層の密度をp，同層の圧縮粘性係数をマとする と，マ は 布。，k

を定数として，

r;=r;oekp .. ・ ・.. .. ..(1) 

として，pの函数として表わされ， これによって，積雪層の密度 pは， その

層にかかる上からの雪荷重 W(t）との聞に，つぎの関係式が成立するこ とで

ある。ただし，tは時間を，Poはt=Oのときのρの値を表わす。

ザ。｛＆Ckp)-°&(kpo)}=~；販の dt ・(2) 

&Ckp)=):kρ千du ・(3) 
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小島は，多くの観測例によ り，北海道の積雪については，マ。＝10,k=21. 0 

とすると適合することを示した。

この定数の値は積雪の粒子の大きさ，粒子聞の結合の仕方， 雪の温度など

によって， 少し異なる。しかし， しまり雪である聞は，この式で表わされる

ように，初めはかなり急速に筏度が大きくなり，後には徐々に大きくなって

いく 。

積雪の表面に融解が生ずると，その融雪水は積雪層の中に惨透して，雪質

をざらめ雪に変える。このときも密度は大きくなるが，上の法則は適用でき

ず， また，ざらめ雪となった後の密度変化は，融雪水の移動と関連して，複

雑になる。

古い積雪の密度変化は，このように して，その後の雪の降り方や，融雪の

起こり方によって，複雑な進行過程をとるので，ある冬の積雪深と雪の重さ

との関係は，簡単には示されないだろうと想像される。しかし，通常の気候

観測では，積雪の深さしか観測していない。したがって，積雪の深さと積雪

の重さとの関係については，いろいろな方面から要望される。このことに答

えるために作ったのが，第7図である。

この図の資料は， 塩沢における 1953～1960年の 8冬の観測値（荘回 ・須

藤， 1960年）と，長岡における 4冬の観測値（雪害実験研究所， 1970年〉とを

使用した。しかし，これら12個の点だけでは数が少な過ぎるので，高田測候

所，小出観測所，林業試験場十日町試験地および札幌管区気象台の観測値を

も用いた。ただし，後の 4ヵ所では，積雪の重量を観測していないので，降

水量を降雪の重量に換算し，融雪水離脱の条件も含めて，第2図のように，

積雪深と積雪重量の日を追っての関係を求め，それを利用して定めた。 した

がって，前述の12個の点の他はいくぶん不正確な値ではあるが，同じ図に記

点、しでも，互いに入り乱れて分散しているので，大きな誤差がないことが知

れる。

第7図では，縦軸に積雪深の最大値を，横軸に積雪重量の最大値を，とも

に対数目盛りでとってある。両者の関係は， この図の上で直線的とみて良

く，図中の実直線で代表される。この直線は，積雪深の最大値を Hem，積雪

重量の最大値を Wkg/m2とすると，つぎの式で表わされる。

W=0 .66HI.•……………(4) 
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第7図 積雪深と積雪量の関係
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また，防災上の立場からみると，これらの点の分散区域の積雪重量に関す

る上限が重要な量となる。これを W,kg/m2とすると， 図中の破線で示さ

れ，その Hとの関係は，

W, =1. 30 HL22・・・・・…ー・・…（5)

となる。

この関係を，もっとわかりやすく具体的な数字で示すと，第1表のように

なる。

ある地方の積雪重量の最大値を推定するには，いまでも，その地の最大積

雪深に 3をかけると よい，などといわれることがある。しかし，それは積雪

の少ない地方には適用しでもよいが，積雪の深い地方ではまったく危険であ

る。最大積雪深が 3mの地方では，最大の積雪重量は 900kg/m2は例外的に

小さな値であり， l,360 kg/m2を見込まなければ， 災害を招くことになる。

ここで誤解のないように附言する必要がある。それは，最大積雪深と最大

重量は同時に現われないのが普通で，後者が遅れるのが正常である。極端な

場合は，最大積雪深は1月末に現われ，最大重量は 3月初めに現われること

もある。 したがって， 第 1表の右端の数値は実際にある積雪の深さ lcmあ

たりの重量を示しているのではなく，仮想的な係数である。実際の積雪深は，
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第 1：衰

H(cm) W〔kg/m2) W,(kg/m2) 叩i(kg/m•)

50 115 155 3.1 

100 266 355 4.55 

200 540 820 4.10 

300 1,090 1,360 4.53 

（注〕 W1は積雪深lcmあたりの重量を示す。

最大重量が現われるときには，相当減っているので，深さ lcm当りの実際の

重量は，もっと大きな数値になるわけである。

a. おわりに

この稿を書いているとき，谷川温泉のある旅館で， 大広間の屋根が約 1.5 

mの積雪の重みでつぶれ， 3名が圧死し， 7名が負傷したことが報道された。

これらの人々は，スキー講習会に参加して，東京を前日の午後6時ころ出発

し，午前3時半に到着し，それから 1時間とたたないうちに，この惨事に遭

ったのである。

l.5mの積雪といえば，新雪が主体であれば200kg/m2程度の荷重であり，

しまり雪が主体であれば400m2程度であるが， 融けたり凍ったりしたざら

め雪が主体であれば， 600kg/m2とみなければならない。

ふつうの木造家屋では， 300kg/m2の雪荷重に安全率をかけて造られてい

るので， 400kg/m2くらいまでは平気であるが， 600 kg/m2となると， つぶ

れるのは当然であろう。

せめて，もう少し早く雪おろ しをしておけば……と侮まれるが，雪おろし

を引き受けてくれる労働者は，近ごろではなかなかないので，もう少しと思

っているうちに，こ ういう ことになるのである。

こういう 現実の 問題があるので，積雪の重さについての質問は意外に多

い。そして， さらに意外なことには， 雪国の人でも， ここに記したような

“重い雪”の実感は持っていないことが多いのである。

雪害問題に取り組んでいた過去の数年間に，上述のことを痛切に感じてい

たので，今回本誌に投稿の依頼を受けたとき，学問的には興味に乏しいが，

この問題を取り上げないではいられなかったのである。
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