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凍結する過冷却水滴の表面に形成される氷晶状結晶

ー「水の結晶」に関する検証一
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A Snow-shaped Ice Crystal formed on a Freezing Supercooled Water Drop 

- The Verification of“Water Crystals" 

ABURAKA WA, Hideaki, TASHIRO, Tomoaki and OZEKI, Toshihiro 

Depertment of Physics, Iwamizawa Campus, Hokkaido University of Education 

Abstract 

The experiment on the formation of a snow-shaped ice crystal by freezing a water drop was done to 

verify so-called “Water crystals”. As a result, it was found that the water drop which could generate the 

ice crystal was supercooled and had a suitable size. Moreover, the size of the crystal was 'found to be 

proportional to the size of the water drop in the experiment. It was guessed from them that the crystal 

was formed from unfrozen liquid water squeezed from the freezing water drop though such an ice crystal 

had been seemed to be formed from the vapor of water so far. 

The author of“Water crystals" has given unscientific and occult explanations to the formation of the 

ice crystal from the freezing water drop, and meant the occult like having scientific proof by making the 

crystal actually. In the experiment at this time, the ice crystal which was the same as“Water crystals" 

could be obtained even if an occult speech or behavior was not performed when the crystal was formed. 

The formation of the ice crystal is the natural phenomenon of the phase change of liquid water and has 

to be explained scienti五cally.

1.はじめに

昨今，「水の結晶」と称される氷結晶の写真集（江

本， 2001; 2003など）が巷聞において話題となっ

ている．その幾っかを見る限りでは，これは雪に

類似した氷の結晶をある方法により成長させ，そ

れを落射照明等により撮影した顕微鏡写真のよう

で，雪のように華麗な結晶の写真が人目を惹きつ

ける．このような結晶の生成については興味深く

感じられるが，他方では看過できない問題として，

これら一連の著作における科学性と呪術性の意識

的な交錯がみられることである．このようなこと
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については，科学や教育に関わりを持つ者として，

その社会的責務から総合的な批判を検討すべきで

あるが，本小論の著者にはその荷が重く，それ故，

ここでは「水の結晶」についての実験的な検証を

主に述べることとする．

先ず，写真集の著者がこの結晶に命名した「水

の結晶」という用語についてであるが，「水」は

液体であり，一般的には結晶形を示すことがない

ので，その「結晶」というものは自然界には存在

しない．液相の水が氷の分子構造に類似したクラ

スターを有していることは知られているが（大瀧，

1987など），それが氷結晶の生成に関係があると

しても，当然ながら，そのような水を結晶と呼ぶ

根拠にはならない．また，「水晶」という鉱物が

あるが，これは，実際には石英の結晶で，古い時

代，スイス・アルプスにおいて氷河の融け水が地

中で結晶化したという伝説により命名されたもの

である．あるいはまた，液体の状態で結晶のよう

な性質を示す「液晶」というものがある．これは

最近のコンビューターや時計，テレビの表示画面

などに利用されていて，液体状のものが電気的な

作用により結晶のような光の複屈折を示す有機物

質である．「水の結晶」はこれらのいずれとも関

係がない．

ここで，氷結晶を敢えて「水の結晶」と称する

著者の意図を推察してみよう．それは，水滴を用

いて著者によりっくり出される氷結晶が，単なる

塊状の氷ではなく，雪結晶のような六花の氷晶形

態を示すことに起因しているようである．一般に

「水の結晶」に見られるような六花の氷結晶を成

長させるには，はじめて人工雪の作製に成功した

Nakaya (1954）の対流型装置や，その人工雪を

追試するために開発された拡散型装置（Hallet

and Mason, 1958; Kobayashi,1961）などによって

行われる．これらの装置は，温度と湿度を制御す

ることにより相応の雪結晶を作製することがで

き，このことから，天然に見られる雪の結晶は水

蒸気から昇華成長する氷結晶で，その形は水蒸気

の量と温度によって決定されるという雪の気相成

長説が導かれた．ところが，「水の結晶」はこれ
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とは異なる方法によって，つまり液滴状の水から，

「昇華」成長によるのではなく，他の何らかの作

用で雪結晶に似た氷晶状の結晶が生成するという

ことにより，そしてまた，雪結晶との差別化を図

るために，このような「水の結晶」という用語を

使用したのではないかと考えられる．水が凍結す

れば通常は氷塊状になることから，そのような氷

晶状の結晶が生成するのは特別な「水」によると

判断したようで，加えて，このような呼称は「水」

の人体に対する重要性を意識したことにもよると

みなされる．しかし，水は一定の過冷却状態を経

て相変化をすれば，それが特別な水でなくても，

氷晶状の結晶を生成することは知られていること

である．それについては後に述べる．

一般に，言葉は現象や事物の概念を形成するた

めに極めて重要で、あり，特に科学の分野において

は慎重に扱われなければならない．「水の結晶」

の著者は，それが科学の分野に位置するものか否

かについては余り厳密に述べてはいないようで，

つまり，「水の結晶」という言葉が科学一般に適

用できるものではないことを承知しているように

窺われる．しかし，実際には「結晶が生成した」

という現象を科学的根拠として，著者の呪術的な

諸説に信濃性を持たせるように志向しており，ま

た，著作の推薦に科学研究者を連ねていることか

ら，「水の結晶」は科学として人々に受け入れら

れることを企図しているように感じられる．

「水の結晶」の著者との対談（志賀， 1999）か

ら，その述べるところを少し見てみると，氏はも

ともと「波動」ということに関心を示していて，

その製品の開発については，「・・・私は理系で

はないので，電気回路のことはよく分からない．

分からないからこそ MRA (Magnetic Reso-

nance Analyzer ［共鳴磁気分析器］；氏が1989

年に命名した新しい概念の装置．人間や物質の状

態の波動値を定義づけてプラス21～マイナス21に

ランク分けして評価するというもの．）に惚れこ

めたわけで、，なまじ回路の知識があったら，その

場で分析して，電気工学の常識で判断するから契

約しなかったでしょうね．その後の研究で、分かつ
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たことですが，配線されていない部分がある．電

気の専門家たちの常識から考えれば，ここの配線

がなければ動作するはずがないと言うのです．と

ころが，配線し忘れたとも思えない．なぜかは説

明できませんが，配線されていないからこそうま

く動作する，という感じもします．」と述べている．

これは，“MRA”なるものの仕組みが科学・技術

とは異なる世界のものであることを物語っている

ことになる．また，「水の結晶」については，「・．．

私たちは・・・各地の水道水や自然水，あるいは

波動処理をした水の結晶的な変化を観察し続けて

きました．水をマイナス20度で凍らせて，冷蔵観

測室の中で凍らせて，顕微鏡でその氷結結晶を撮

影するわけです．結晶の形はまことにさまざまで，

結晶のパターンというものが水に記憶されている

情報の現れだと考えています． ・・・以前・・・

採取した水道水を凍らせて結晶化を試みたもので

すが， ・・・それらしきものは何も得られず，醜

く凍ったという感じです．残念ながら東京都の水

道水だけでなく，全国どこの水道水もきれいな結

晶は得られませんでした．ところが，この水道水

に対して何名かの人が『この水がいい水になりま

すように！」と願いを込めて祈りますと，同じ水

なのに・・・美しい結晶が得られたのです．思い

が伝わっている証拠です．これほど見事に変化す

るとは思っていなかったので感激しました．」（途

中の略は引用者）と述べている．氏によると，水

は音楽や言葉，絵の内容に応じて特有の結晶を生

じるという．このようなことから，水は過去の環

境を反映して結晶化し，また，その結晶の形態か

ら未来の出来事が予知されるとして，「水の結晶」

がこの世の過去，現在，未来の「答え知っている」

ということなのである（江本， 2001).

このようなことについて結論的に言えば，ある

過程により水から特有の氷結晶ができることは，

人為的で、はなく自然現象ということから，それだ

けに限れば科学研究の対象となり得る．しかし，

それ以外の氷結晶に関連した氏の言説は全て恋意

的かつ呪術的で，科学の範曙からは外れたことで

ある．それ故，科学的な研究の立場からは，前者

の結晶の生成に関しては議論が可能であるが，後

者については言及すべき領域にないものと判断さ

れる．範障の異なったこれら二つのものを結びつ

けること自体が非科学的なことであると言える．

それは，両者の聞には必要十分条件の科学的論理

性が成り立たないからである．

この「水の結晶」生成の要点は，水滴を凍らせ

るとき，「－20℃で長い時間をかける」というこ

とにある．このことは，水滴の凍結現象が結果と

して過冷却を伴ったものであり，過冷却水滴によ

る凍結ということになる．「水滴が凍ると，氷球

状になる」というのがこれまでの通説であるが，

これは，通常の現象がそうであることから「当た

り前」のこととして受け入れられてきた．しかし，

その「当たり前」から外れた現象，つまりそれと

は異なった現象が見いだされたとき，発見者の科

学的な探求心が不徹底であれば，時として，その

現象を神秘化することになる．よって，水に音楽

を聴かせる，文字を見せる，絵を見せる等の呪術

的な行為や，あるいは地震などの天災に結びつけ

て井戸水の凍結形態を示すなど（江本， 2003),

それらを人の心や健康，あるいは自然災害など，

現時点の科学では未解明な問題に結びつけ，社会

的な注目を得ょうとすることになる．この「結び

つけ」には必然性や客観性が何ら存在しない．否，

端的には，その現象の「原因」は神秘的であれば

何であっても構わないからである．そして，ひた

すら神秘性を説き，人々を呪術的な世界へと誘導

していく．さらに，「水の結晶」は，その形態に

より水の良し悪しの判別を行うことができるとさ

れ，あるいは形の整った結晶が生成する水は特別

に高額な価格で販売されている．科学と呪術を強

利収奪のために結びつけることは，単に呪術的で

あること以上に反社会的である．水は人体の70%

ほどを占め，日常的に摂取しなければ生命を維持

できない物質である．また，宗教的な儀式におい

ても「水」は神聖なものとして扱われてきている．

このことを件の著者は充分に意識し，さらに，昨

今の健康食品の流行にも便乗し，「水の結晶」を

ことさら神秘化することによって，販売する「水」
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の商品価値を一層高めようとしているものとみな

される．

水の相変化は，当然ながら神秘的なことではな

く，科学研究の対象とされる自然の現象である．

ただ，未解明の問題が多く含まれて，古い時代か

ら研究が進められてきているわけで、あるが（関，

1959），未だその解明途上にある（Matsumotoet 

al., 2002）.物事を科学的に判断する場合，既知

のものと未知のものとの判別を冷静に行う必要が

ある．「水の結晶」は，水という物質の，特に過

冷却現象の未知な分野に関連しているとみなされ

る．そして，過冷却状態の水滴は，その過冷却の

履歴と周囲の環境の影響を受けながら，事前に予

想ができない外形を示して結晶化する（油川，

1994）.これは言わば，天然の雪結晶には二つと

同じものが見られないことと同様で，水滴を構成

する水分子の運動を完全・絶対的に把握すること

ができないということと同義である．つまり，全

ての自然現象が因果律を基にして決定論的に理解

できることばかりではないということである．そ

れ故，過冷却の水滴から生成された氷結晶，つま

り「水の結晶」の形態は，結果として「偶然的」

な形を呈することになる．この偶然性を認めず，

全てを必然として解釈しようとする観念には非科

学的な神秘性が入り込む余地，つまり呪術的なも

のを宿す隙聞がつくられる．このような呪術性に

よる言動は，火中に置いた亀甲の破断文様から世

の吉凶を占うなどに似て，太古から幾度も操り返

されてきたことである．あるいは，明治の時代に

一大ブームを巻き起こした千里眼や念写の類であ

り，人心の深層に潜む「アニミズ、ム」的な心情に

付け入るものである．明治の千里眼などについて

は，例えば中谷（1988）により，すでに徹底した

批判がなされている．

人が摂取する水に関しては大略して二つのこと

が考えられる．第ーには飲料水としての適・不適

である．これは純粋に科学的な分析の問題で，主

観的判断の立ち入るこことではない．他のひとつ

は水質に対する個々人の晴好の問題で，例えばミ

ネラルの含有量や水温などが関係している．これ
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らのことは混同されるべきではなく，本来的には

前者のことが前提であり，人体に必要とされる水

は異物を含まない純粋なもので，他の物質は養分

や薬品として摂取されるべきものであると考えら

れる．それが，我が国を含む一部の国々の経済的

発展と地球規模の環境破壊から，「水」が商品と

して，また健康食品の一部として脚光をあびるこ

とになったわけで、ある．つまり，水に過度な効用

を期待させること自体が問題であると言える．な

お，水の物質的特性から，その分子構造やそれに

よる生命体への特別な関与が議論されているが

(Poole et al., 1992；久保田， 1993），これは科学

的研究により究明されるべきことで，当然ながら，

呪術的なこととは無縁である．

雪結晶の生成については，前述のように，人工

雪の研究によりその生成条件が示されている．一

方，水が凍結すれば塊状の氷になるのが通常であ

るが，過冷却状態の水からは円盤状の氷結晶や，

それが成長して樹枝状などの氷結晶が形成される

(Arakawa and Higuchi, 1958）.ただ，この場

合は水槽に入れられた多量の水についての現象で

ある．また，過冷却水滴の凍結現象については，

これまで主には雲物理学や結晶学の分野におい

て，その凍結温度や核化などの研究が行われてき

た（Flecher, 1974）.このなかで，過冷却水滴が

凍結した場合には氷球状になるとアプリオリに認

められてきている．「水の結晶」が雪氷研究に対

して突きつけた問題は，まさにこのアプリオリ的

な認識の是非と，水槽のなかの過冷却水中に生成

する氷結晶が雪結晶と如何なる関連性を有してい

るかということである．

水，特に水滴は過冷却しやすく，また，過冷却

水が凍結するときは全体が一様に進行するのでは

なく，未凍結水の特徴的な挙動を伴う．例えば，

過冷却水滴が表面から凍結する際，内部の未凍結

水が圧力によりスパイク状に吹き出す（山下，

1972）とか，水槽に入れられた水が表面から凍結

し，その三又境界から氷柱状の突起が形成される

（対馬・鈴木， 1972）などの現象がみられる．さ

らに，前述のように，過冷却の水滴が微小であれ
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ば，それは雪結晶のような外形を示しながら相変

化するが，その形態は温度だけで決定されるので

はなく，微水滴の生成や冷却の過程などに影響を

受ける（油川， 1994；油川他， 2003）.このよう

なことから，「水の結晶」の生成のように，シャー

レに置かれた水滴が過冷却の状態から相変化を生

じる場合，条件によっては，上述のような現象を

伴いながら凍結・結晶化することが十分に考えら

れる．つまり，水滴の粒径やその過冷却の過程，

水に含まれる不純物，凍結水滴への水蒸気の関与

等々により，その凍結形態には様々なものが見ら

れるのではないかということである．

このようなことから，本研究は「水の結晶」と

同じように水滴の凍結に関する実験を行い，その

検証を試みたものである．ただ，現時点において

は「水の結晶」の生成過程が科学実験として余り

詳細には公表されていないため，今回の結晶生成

の実験はそれを一部推測しながら行った．

2.実験の装置と方法

「水の結晶」の作製方法として，その著書（江

本， 2001）で述べられていることを概括すると以

下のようである．すなわち，先ず水をスポイトに

よりシヤ｝レに水滴状に落とすこと，これを

-20℃以下の冷凍庫で3時間ほど保存し，そして

-5℃の部屋に移して凍結した氷の盛り上がった

突起部分に光を当てて顕微鏡でのぞくと，結晶が

成長しはじめ，その結晶は 2分ほどで消滅すると

いうものである．このようなことからその結晶の

生成条件を推察するならば，初めの水は液滴状で

あること（「水を・・・シャーレに落とす」），そ

して，その液滴が氷点下の温度でも一部に液体の

水が見られること（「ー20℃以下の冷凍庫で3時

間・・・．」「・・・氷の盛り上がった」），つまり

過冷却の状態を経ているということである．

一般に，常温の部屋でシャーレに水滴をつくり，

それをー20℃の低温室に入れても水滴はすぐには

凍結しない．シャーレの材質，水滴の蒸発防止の

方法（「水の結晶」は 1mm程度の粒径の水滴を

用いて作られるということなので，低温室の状態

によってはそのような粒径の水滴は簡単に蒸発し

てしまう．水滴に水分を補給することや密封する

などの工夫が必要である），あるいは水滴の水の

純度などにより，凍結温度が異なる．このような

ことから，今回は特に－20℃という温度にはこだ

わらず，水滴の粒径とその過冷却状態に着目して

実験を行った．その装置の概略を図 1に示す．

図1の装置は，同軸落射照明の顕微鏡，水滴が

入れられるシャーレ，そのシャーレを冷却する電

子冷却素子（縦横の長さ各 3cm），冷却素子へ

電流を供給する電源装置から構成されている．ま

た，顕微鏡の照明を補うために，光ファイパーに

よる補助の照明装置も用いられた．電子冷却素子

はペルチェ効果により一方の面が冷却されること

から，冷却度は供給される電流と素子の他方の面

からの放熱量によって決められる．そのために，

図に示したような放熱フインを素子に取り付け，

かつ，これに対して送風機により強制通風を行い，

フインからの放熱を促進した．これにより，冷却

素子の吸熱面は－ 5℃の室温においてl.5Aの供

給電流により－15℃まで温度が降下した．以後の

実験はこのような冷却の温度で行うこととした．

なお，顕微鏡には画像撮影のための写真用カメラ

ないしはビデオカメラが取り付けられるように

なっており，必要に応じてどちらかのカメラによ

り撮影を行うようにした．この装置全体は－ 5℃ 

に制御された低温室に入れられている．

図1において，水滴を落として結晶を生成させ

明照射落
語
軸

微

凋
軍
1己

」♀

直流電源義置

図1 実験装置の概容
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るシャーレは直径が8.5cm，高さが2cmほどの

プラスチック製のものである．ガラス製のシャー

レでは水滴が余り過冷却せず，すぐに凍結してし

まい，結晶を生成させることができなかった．水

滴の過冷却度を進行させるためにはその曲率半径

の小さいものの方が有利で（Flecher,1974），水

滴の粒径が同じであれば，それが置かれる物体は

水との接触角が大きなもの，今の場合，ガラスは

20～30度，プラスチックは80～90度なので，後者

の方が適しているということである．ただ，ガラ

スのシャーレを用いても，それに合成樹脂の薄膜

を貼り付けて，その上に水滴を載せれば結晶の生

成は可能である．

さて，実験の方法であるが，先ず常温の部屋で

純水をシャーレの底面にスポイトや噴霧器により

水滴状に付着させる．次に，それらの水滴の蒸発

を防ぐために，合成樹脂薄膜に同様の水を噴霧し

たものでシャーレの上面を覆い，密封する．そし

て，そのシャーレを断熱材で包み，小さなダンボー

ル箱に入れる．これを－ 5℃の低温室に入れ， 3

時間ほど冷却する．このようにすれば，シャーレ

の水滴は蒸発することなく，極めてゆっくりと温

度が降下し，過冷却する．いろいろな方法を試み

たが，このようにすれば水滴はほとんど蒸発せず

にゆっくりと過冷却が進行し，結晶が生成したの

で，以後はこのような手順で、実験を行った．つま

り，「水の結晶」に示されているような氷晶状の

結晶は，水滴の過冷却過程が要点であると判断さ

れた．

次に，冷却されたシャーレを箱から取り出し，

顕微鏡の載物台にある電子冷却素子の上に載せ，

シャーレの底の一部を－15℃ほどの温度に冷却す

る．このとき，シャーレ上面の樹脂薄膜は観察部

分だけカッターで穴を開け，顕微鏡の視野を鮮明

に保つようにした．電子冷却素子により冷却を始

めてから 5分ほど経過するとシャーレの水滴が凍

結し始め，凍結水滴の上部が隆起してくる．その

ままの状態で隆起した部分の観察を続けると，そ

こに氷晶状の結晶が生成する．凍結水滴の上部が

隆起してから10分くらい経過すると結晶は角板に

14 

成長する．今回の実験では，このようにして角板

や扇形などの結晶が得られた．

結晶の成長過程については，ビデオカメラによ

り録画を行った．この再生画像によれば，過冷却

の水滴は周囲の表面から徐々に凍っていく．水は

氷になるときに膨張するので，冷却素子に接触し

ている水滴の下方や側面から凍結した水滴は，内

部の不凍水を上方に押し出すことになり，水滴上

部が盛り上がってくる．この盛り上がった部分に

結晶化が見られ，それが徐々に成長して行くわけ

である．

3.実験の結果

水滴を過冷却させ，それを凍結させることによ

り，凍結水滴上に氷晶状の結晶が得られた．以下

にそれらの例と解析の結果を示す．

( 1) 結晶の生成過程

図2は，過冷却水滴が凍結して行く過程で，そ

の上部に角板状の結晶が生成するまでの連続画像

を示したものである．図2の1は，冷却素子に載

せられたばかりのシャーレ底面の水滴で，画面の

中央左に見られる水滴が着目しているものであ

り，その粒径は0.4mmほどである．この周囲に

は多数の水滴が見られるが，そのなかでO.lmm

以上の水滴は前述のものと同様に噴霧器などによ

り事前に付着させたものであるが，それ以下の極

めて微小な水滴は，シャーレの底面が冷却された

ことにより周囲の空気から水蒸気が凝結して形成

されたものである．その状態から 1分ほど経過し

たものが図 2の2で，この図の左側から水滴が凍

結し始めている．つまり，比較的大きな水滴の周

りに火炎状に広がっている文様は，過冷却状態の

水滴が隣りの凍結水滴から伸びた突起の刺激によ

り凍結が開始され，その潜熱が放出されることに

よって凍結水滴の温度が上昇し，シャーレ底面と

の温度差により蒸発した水分が凝結し，それが瞬

時に広がって氷膜状に凍結したものである．過冷

却水滴の凍結は，このように連鎖的に進行するこ



凍結する過冷却水滴の表面に形成される氷晶状結品

とは Yosida (1939）によっても示されているが，

その場合は水滴の凝結が急激で，本実験の前処理

のように穏やかに過冷却させていないことから，

凍結水滴の表面には氷晶状の結晶は形成されず，

その表面は敏状になっている．

図2の3は，初めの状態から 9分ほど経過した

もので，顕微鏡の焦点を凍結水滴の頂点部分に合

わせたものである．この図の矢印で示したように，

凍結した水滴の表面には，頂点の少し外れた箇所

に微小な変形が見られる．この変形は，周りが少

し盛り上がり，その中央部が特異な形態を示し，

輝いて見えている．そして，この図から 12分ほ

ど経過した図 2の4では，矢印の箇所に角板状の

結晶が成長している．この結晶の中心は，図 2の

3における矢印の点と一致する．つまり，この角

板は，図 2の3に見られる凍結水滴の表面の特異

な点を中心に，ほほ均等な六角形状に成長して形

成されたものである．この場合，従来の考え方で

はこのような氷晶状の成長は，ある特別な核に周

囲の空気から水蒸気が昇華することによりなされ

るとされてきたが，これは，そのような成長機構

とは少し異なるようにみなされる．すなわち，こ

こにおいて，そのような氷晶の核となるべきもの

は凍結氷球の表面の起伏で、あり，図 2の3におけ

る特異な箇所の部分は水平な角板を形成するよう

な結晶軸を有して凍結し，それに水蒸気が供給さ

れて結晶面が成長したことになる．しかし，－ 15℃

ほと苧の温度で、過冷却水滴が瞬間的に凍結した場

合，それは多結晶の氷球に凍結し， また，それに

水蒸気が供給されたときは，その結晶方位に従っ

て成長するはずである（Aburakawaand Magono, 

1972）.このことから，図 2に示された結晶は従

来言われてきた気相成長とは異なる機構によるも

のと考えられる．このことについてはまた後で述

べる．

図2 過冷却水滴の凍結過程と結晶の生成 （矢印が結晶の生成部分）
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(2）種々の形の成長結晶

図3は，これまでと同じ生成条件により作製さ

れた結晶を幾っか示したものである．これらはい

ずれも角板状結晶であるが，それぞれに若干の違

いが見られる．この図のAは，比較的大きく成長

しており，結晶の左側は扇形の枝が伸びてきてい

る．これに対して，右側はほとんど枝の成長が見

られないが，これは，右端に成長している結晶の

影響によるものとみなされる．この図のBは，小

角板を中心にして外側に角板が二重に成長してい

る．この結晶の場合は，匡｜の上方にやや偏って成

長している．これに対して，図のCは，結晶の左

半分が角板状に成長しているが，右半分はほとん

ど成長しておらず，しかも六角板の対称性が保た

れていない．このような非対称的な成長は，結晶

の右側において他の枝が上方に伸びているため

に，その方向の成長が抑制されたためであるとみ

られる．これはAの場合も同様で、，対流型装置に

おける人工雪作製に見られるような単なる水蒸気

の供給差による非対称的な結晶の成長（Nakaya,

1954）とは異なるもののようである．

この図のDは，中心部に特有の形態を有した角

板状の結晶であるが，これも完全な対称性は保た

れておらず，図の左側に偏った成長を示している．

この場合の特徴的なことは，この角板状結晶とそ

れが成長する土台となっている凍結水滴（下方に

薄く見える）との位置関係で，結晶は凍結水滴の

中心ではなく，少し左側に位置しており，結晶は

その水滴の斜面下方に向かつて成長している．こ

の結晶が水蒸気の供給により成長したものであれ

ば，その供給が多いとみなされる凍結水滴の頂点

に近い側の方が伸びるはずであるが，実際には図

に見られるように，その逆の現象となっている．

図4は， 一つのシャーレの中に多数の結晶の成

長が見られた例である．各々の結晶はそれぞれ別

の水滴から成長したもので，これらは全て角板状

であるが，大きさ及び形状が全く同じであるもの

は見られない．また，図の矢印を示した結晶は，

図3 いろいろな結晶の生成形態

16 
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角板が垂直の状態で成長しているものである．こ

のように，水滴周辺の外的条件がほとんど同じで

あっても，生成した結晶の形態に差異が見られる

ことから，このような結晶の成長には水滴自体の

条件，例えばその粒径（あるいは曲率）や過冷却

の状態なども影響しているのではないかと考えら

れる．

・・・・・・・・・圃・
0.2mm 

図4 多数の結晶成長例．矢印は垂直に成長した角

板結晶．

(3) 水滴の粒径と結晶成長の関係

凍結水滴上に氷晶状の結晶を成長させる場合，

結晶が生成する過冷却水滴には粒径の範囲があ

り，また成長する結晶の大きさがその水滴の粒径

と一定の関係にあることが見いだされた．

図5は，本実験において結晶が生成した水滴の

粒径を計測し，その結果を簡便な図として示した

ものである．この図から，氷晶状の結晶が生成す

る水滴の粒径は，今回の実験方法では0.15mm～

0.52mmのもので，これよりも小さなものは氷球

状に凍結し，またこれよりも大きなものは少し歪

んだ氷球に凍結して，結晶の生成は見られなかっ

。 0 15mm 0 52mm 

図5 結晶させ得る水滴の粒径範囲

。
0.5 

目。4 。
/O  

~ 0 "I ／。。
0.1 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

温冷却水請の粒径（m皿）

図6 水滴の粒径と成長結晶の大きさ

た．後者の方は，「水の結晶」（江本， 2003）では

「醜い形に凍結」ということになる． このような

現象から，結晶の成因は過冷却水滴の形態的な条

件に依存していると考えることができる．

図6は，結晶が生成した過冷却水滴について，

その粒径と生成した結晶の大きさの関係をグラフ

に示したものである．この図において，結晶の大

きさとは水滴が冷却されてから 2時間後のもの

で，その最大径の値である．この図から，成長す

る結晶は，その土台となっている水滴の粒径に対

してほほ比例しているようにみなされる．これら

の結晶が周囲の空気中からの水蒸気供給による成

長であれば，成長した結晶の大きさはその水滴の

粒径には特に関係しないはずである．これもやは

り結晶の成長が水滴の形態的な条件を反映してい

る現象であるとみなされる．

4.凍結水滴上に生成する結晶の成長条件

これまで述べてきたように，過冷却水滴が凍結

することによってその頂点近傍に生成する氷晶状

の結晶は，周囲の環境だけでなく，水滴自体の条

件にも関係があるものと考えられる．つまり，過

冷却水滴は，本実験の条件では－ 5℃の水飽和に

近い空気中で－ 15℃の温度に冷却され，水蒸気の

供給は周囲の空気から供給される．このような条

17 
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図7 水滴の粒径と過冷却温度.A～Zは各々の実

験者による結果で，波線は理論曲掠（Flecher,

1974) 

件はいずれの水滴においてもほぼ同じ条件である

と考えられる．そのようななかで，結晶が生成す

るする水滴と，それが見られないもの，あるいは

成長する結晶の大きさが水滴の粒径に影響を受け

ることなどの実験結果から，過冷却水滴そのもの

に着目して，以下のように結晶の成長機構を考え

てみた．

液相の水，特に水滴は過冷却しやすい．図 7は

いろいろな実験者による水滴の凍結温度である

が，水滴の粒径が 1mm～O.lmmではその凍結

温度は－ 15℃～一30℃までの広い範囲で変動し，

実験者によってその温度に違いがみられる．この

変動は，ひとつには水に含まれた不純物の影響と

みなされている．いずれにしても，粒径が 1mm  

以下で、は一20℃近傍まで

知られている．なお，均質核生成による理論曲線

（図の波線）によれば，粒径が 1mm程度の水

滴では－35℃以下にまで過冷却が可能で、あるとさ

れている．このようなことから，水滴は相当の低

温下においても簡単には凍結せず，過冷却の状態

に保たれる．そして，水滴の冷却をより緩慢に行

えば，過冷却の温度を一層低下させる ことができ

る．ただ，図 7に見られる過冷却水滴の凍結実験

では，その過冷却の「履歴」がほとんど示されて

いない．過冷却水滴の凍結形態を問題にする場合

には，この「履歴」こそが重要で、あると考えられ

18 

図8 凍結水滴から噴出する未凍結の過冷却水

る（油川， 1994).

過冷却した水滴は，何らかの刺激により過冷却

が破れて凍結するが，このとき全ての水が一瞬に

固相化するのではなく，水滴の周囲が瞬間的に凍

結し，内部に未凍結水が残ることになる（山下，

1976）.そして，外形はそのままで，凍結が内部

に進行して行くと，氷の容積は同質量の水よりも

1割程度大きいことから，凍結水滴内部において

周囲の氷から未凍結水に圧力が作用し，結果とし

て最も凍結進行が遅い水滴の頂点付近に未凍結水

が押し出されることになる．このような未凍結水

の噴出を示したものが図 8である．この図の水滴

は 1mmほどの粒径で，本実験では結晶が成長

しなかったものであるが，その周囲が凍結して，

頂点に未凍結水があふれ出ている．このような現

象がしばらく続き，そして全体が氷の塊と して凍

結するわけである．この未凍結水が結晶の生成に

関係しているものと考えられ，そして，水滴が大

きいほど噴出する未凍結水が多くなり，それが多

過ぎても結晶は生成せず，適度な量の未凍結水，

つまりはある境界量以下の過冷却水により結晶が

生成されるものと推察される．

次に，生成される結晶の特徴として，板状結晶

が幾重にも重なって成長する場合が見られること

である．その例を匡19に示す．これは角板状結晶

であるが，その中心部に同心円的な窪みが見られ
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図9 多層に成長した角板結晶．下の図は結晶の中

心部分を拡大したもの．

（角板の真の中心からは少しずれているが），結

晶の下方から上方へと板状結晶が積み重ねられて

成長しているように見られる．このような結晶が

水蒸気から気相成長したものと考えるには少し困

難があり，これはやはり液相の関与を考える方が

妥当なようである．このように，図 8及び図 9の

現象から考えれば，図 5及び図 6に示された水滴

の粒径と結晶の生成の関係がある程度理解でき

る．

ところで，適度な大きさの過冷却水滴はそのま

ま結晶化するわけであるが，その例を図10に示す．

これは，氷点下の温度で水蒸気が凝結して生成し

た過冷却微水滴で，本実験とは別の装置により行

われた実験の結果である（油川， 1994）.この図

の1で矢印の付された過冷却微水滴は，母結晶の

板状結晶底面の盛り上がり（その形状から液相と

推察される）によって捕捉され， 23秒後にはその

上端に結晶面が形成されている．そ して，その結

図10 過冷却微水滴の結晶化過程．各国右下に分：

秒の経過時間を示す．

図11 結晶成長（図10の3～ 8）の投影図の重ね合

わせ

晶面が上昇するように成長を続ける．この図の結

晶は，板状結晶を水平方向から観察している状態

である．

図11は，この成長過程を重ね合わせて示したも

ので，図10の3～ 8の投影である．図11から明ら

かなように，板状結晶の成長は広がりを増すと同

時に厚みも増している．このような成長形態から，

図9に示されたような階段状の窪みが形成される

可能性が考えられる．つまり，シャーレに入れら

れた過冷却水滴が凍結する際，図10に示されたよ
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① 

＠ 

＠ 

。

氷晶状
結晶

図12 水滴の凍結による

結晶生成の模式図

うな大きさの微水滴に相当する未凍結水が凍結水

滴の表面において形成されるならば，それが氷晶

状に結晶化することになるものと考えられる．そ

して，その結晶の成長は， i夜相の水膜を介して行

われることにより，層状にかつ多重に進行して行

20 

くと考えられる．

図12は，これまで述べてきた実験の結果から，

「水の結晶」と称される氷晶状の結晶の生成過程

について，それを推察して示したものである．つ

まり，図の①では，水との接触角が大きな材質の

平板上に置かれた水滴は，－20℃に冷却されたと

してもすぐには凍結せず，ある程度の過冷却の温

度に保たれる．これが，水蒸気の急激な凝結など

の刺激により過冷却が破れて凍結を開始した場

合，図の②のように，冷却板に触れている下面及

びその周辺から凍結が始まり，頂点近くの氷の薄

い箇所から未凍結水が押し出されることになる．

次に，その未凍結水が適度な大きさであれば，図

の③に示したように，未凍結水の噴出方向を主に

は結晶主軸として，その上端に結晶面が形成され

ることになる．そして，図の④のように，板状結

晶が水平方向に広がるように成長して行く ．この

とき，その結晶を成長させるのは，凍結水滴内部

の未凍結水で、あると考えられる．それは，図 6の

過冷却水滴の粒径と生成結晶の大きさの関係から

推測されることである．そしてさらに，図12の⑤

のように，層状に結晶が成長していくことになる

ものと予想される．このとき，結晶の形態を保つ

のは外部の水蒸気で、あり，それが未飽和であば，

結晶が生成しても余り長い時間は保てない．「水

の結晶」（江本， 2003）では， 2分ほどで結晶が

消滅すると述べられているのはこのためではない

かと考えられる．なお，本実験で、は水滴の周囲が

水飽和ないしはそれ以上に保たれているので，そ

の表面に生成した結晶は余り蒸発せず，相当に長

い時間にわたり観察が可能である．

5. おわりに

「水の結晶」を検証するために，水滴の凍結に

よる氷晶状結晶の生成実験を行った．その結果，

結晶を生成させる水滴は過冷却の状態が保たれ，

その粒径が適度なものであることが必要で、あっ

た．また，本実験において生成した結晶の大きさ

は，その土台となる水滴の粒径と比例の関係にあ
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ることが見いだされた．つまり，結晶の成長は凍

結水滴の未凍結水によりなされていると推察され

る．このような氷晶状の結晶の成長は，従来は水

蒸気から気相成長によりもたらされるとされてき

たが，今回の実験では過冷却状態の液相の水によ

り行われることが観察された．「水の結晶」は，

このような従来の氷晶成長の未解明な部分に呪術

的・非科学的な説明を与え，結晶を生成させ得た

ことにより，その呪術性があたかも科学的な裏付

けを有しているかように言説を行ったものであ

る．

本実験において生成した結晶は主には角板状結

晶であったが，これは水滴の粒径や冷却過程，あ

るいは周囲の水分量に因るものと考えられる．こ

れらの条件が相応に準備されるならば，樹枝状結

晶など，「水の結晶」に掲載されているような結

晶の生成も可能であると判断される．

今回の実験においては，結晶の生成に際して呪

術的な言動を行わなくても「水の結晶」に相当す

るものが得られたのはもちろんのことである．氷

晶状の結晶が生成することは水の相転移による現

象であり，それは客観的・科学的に解明されなけ

ればならないことである．科学・技術の極めて

偏った発展を呈している現代社会において，非合

理的なものを求める心情は理解されなくもない

が，それは非科学的なものではなく，人間的なも

のに求められるべきことであると考えられる．科

学と非科学の交錯が社会的な秩序を乱し，取り返・

しのつかない悲劇をっくり出すことは，過去の歴

史が知実に語っていることである．

本論文は，著者の一人である田代智昭の2003年

度教員養成課程卒業論文に，関連の実験結果を加

筆してまとめたものである．

追記）本論文の稿了後，「水の結晶」の作製手順

を記載した著書が発行されたが（江本，2004)'

その内容は本論で推察されたことと大差のな

いものであった．
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