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七花の雪結晶

油川 英明
北海道教育大学岩見沢校物理学教室

SnowCrystalswithSevenBranches
ABURAKAWA Hideaki

I）epartmentofPhysics，IwamizawaCampus，HokkaidoUniversityofEducation
Iwamizawa O68−8642

Abstracl：

Thesnowcrystalgenera11yhassixbranches，butsometimesthecrystalwithsevenbranchesmightbe
Observed．Thiscrystalhasthreetypes，Whichweretheonethatabranchofthecrystalwasseparated

andbecametwobranches，t，heonethatasidebranchgrewuptothesameasamainbranchandtheon

thatsevenbranchesgrewupindependentlyfromthecenterofthecrystal．
Sevenanglesmadewithsevenbranchesofthecrystalwerequitethesameastheangleoftheregular
CryStalexcludingone or twoirregular angles which were made with specialbranches ofthe seven−
branchedcrystal．Theruleisnotespeciallyadmittedinthoseirregularangles．

Thecrystalwithsevenbrancheswasmadebytheartincialsonwmakingdevicewhichwasnewlyde−
Velopedandsuchasthesnowcrystalcouldnotbemadebypastdevices．Thedevicemadethesnowcrys−

talfromsupercooledwaterdropletssimilartocloudparticlesofnature，andthiswasdifferentfrompast
diviceswhichmadeasnowcrystalfromvapor．Theicecrystalgeneratedfromtwoormoresupercooled
dropletsoftengrewuptothesnowcrystalwithsevenbranchesinthedevice．

Atthistime，itwas払undthatthereweretwokindsofsupercooledwaterdroplets．Thedropletwhich

WaSformed slowlybythecondensetionofthewatervapor underthefreezingpoint crystallized and
fbrmedapartofasnowcrystalsuchasadendrite，buttheonewhichwasrapidlyformedfrozetoanice
Particlethoughitwasthesametemperatureofsupercoolingasthe鮎rmer．Thiswouldbeusufu1toim−

PrOVethegrowththeoryofthesnowcrystal．
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1．はじめに

雪の結晶は，板状結晶としては六花が一般的で

でのように雪結晶が水蒸気から昇華作用により成
長するものとすれば，七花の成因も上述のような

あるが，それにもうひとつの枝が加わったもの，

二次的な核の附着ないしは水蒸気の偏りという説

ここではそれを「七花」と呼称するが，そのよう

に帰着してしまい，天然との矛盾を払拭できず，

な類の雪結晶が時として見られる．この結晶は非

その解明を見通すことができなくなる．それ故，

対称的な結晶として「崎型」に分類（中谷，1949）

ここでは，これまで言われてきたような雪結晶の

されているが，それは，六花の形状が歪んで単に

気相成長説には余り拘泥せず，新たな見地からそ

対称性が欠けているというのではなく，明らかに

の成因を模索するものとする．

七つの枝によって構成されている．中谷（1949）

雪結晶は，一見，対称性が整っているもので

は崎型結晶の成因について次のような推論を行っ

あっても，完全に対称的なものは見られない（中

ている．すなわち，その生成は，母結晶に対する

谷，1949；油川他，2002）．また，中谷（1949）も

二次的な核の附着による局所的な結晶成長のため

述べているように，観察される雪結晶の半数以上

か，あるいはその成長過程における水蒸気供給の

はその形態が整っていない，いわゆる崎型結晶に

偏りによるためではないかということである．し

属するとされている．そして，それらを人工的に

かし，これらの推論については実証がなされない

作製することは，装置の特性による非対称的な雪

まま今日に至っている．

結晶の生成（中谷，1949）を除き，上述の七花を

中谷により提唱されたこれらの崎型結晶の成因

も含めた崎型結晶については行われてきていない．

に関して，天然において実現されるには相当に困

つまり，従来の人工雪作製装置では，対流型（中谷，

難があるものと考えられる．つまり，成長する母

1949），拡散型（小林，1957；HalettandMason，

結晶へ二次的な核が付着し，その異物の箇所が水

1958），あるいは風洞型（山下，1980；Takahashi

本体よりも氷結晶の成長が速くなるということば，

etal，1991）を問わず，天然に見られるような崎

一般の結晶成長論とは異なるものである．また，

形結晶の生成は報告されていないことから，この

成長過程の雪結晶に対して水蒸気の供給が偏るこ

点だけに限定するならば，これらの装置は天然の

とは，瞬間的には想定ができたとしても，結晶の

雪結晶の生成条件とは少し異なった面があるので

一枝が成長するまでの長い時間にわたりその偏り

はないかと考えられる．

が一定に維持されることは，天然における気流の

今回の実験においては，天然の雪雲に見られる

変動などから，例え換気効果（Pruppecherand

過冷却雲粒を模した微水滴を小型の容器に封入し，

mett，1997）を是として適用したとしても，ほと

そのなかで雪結晶の作製を行い，七花などの崎型

んど不可能に近いのではないかと考えられる．

結晶を得ることができた．本論では，それらの雪

一方，六花以上の枝を有した雪結晶として，十

二花（中谷，1949）や十八花（KikuchiandUyeda，

結晶の生成過程及びその形態に関する特徴等につ
いて述べる．

1987）の結晶が観察されているが，これらの成因
に関しては，雪片説（中谷，1949）あるいは双晶
説（Kobayashietal．，1976）が提唱されてきて

2．天然に見られる七花の雪結晶

図1は，落射照明により損影された七花の雪結

いる．しかし，これらはいずれも六花の整数倍の

晶の顕微鏡写真である．この結晶は，本来的には

枝をもった結晶についてのことであるから，今回

一本の枝が生成する箇所に二本の枝A，A が成長

の七花の成因については直接に適合しないものと

し，全体として七花になっているものである．こ

判断される．このようなことから，七花の雪結晶

れは中央の角板に特徴が見られる．すなわち，A

の生成に関しては従来と異なった生成機構が求め

の枝が成長している角板の部分には階段状の文様

られているものと考えられる．この場合，これま

があり，他の枝が伸びている角板の部分は平坦に
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なっている．このようなことから，この角板は上

うな形態をっくり出している原因のようである．

下二段の構造になっていて，A の箇所は「裏」

また，AとA の枝が平行になるように湾曲してい

面を示して画面の下方に位置し，他は「表」面で，

る様子は，図1の場合と同じである．

上方に位置していることが分かる（油川，1992）．
そして，角板の中JL、郡は，AA につながる箇所が
他と比較して盛り上がっているような形態を示し
ており，これが二本の枝を成長させている要因に
なっているのではないかと推測される．また，A
とA の角度は20度はどで，それらの隣り合った枝
との角度はいずれも50度はどになっている．すな
わち，六花の枝により形成される120度の角度が，
二本の枝により50，20，50度に分割されていると
いうことである．なお，このAとA の枝は先端に
進むに従って平行になるように湾曲している．
0．5mm

逓髄蔑

図2 天然の七花結晶（Nakayaその1）

m m
5
n

園3 天然の七花結晶（Nakayaその2）

漫粗賢⁝

るものである．図2の結晶は，AとA の枝が左右

吠

図2及び図3は，Nakaya（1945）の図版によ

瑚

貞乃h㌧・′リ﹁・いト叶首F上． 悶凋瀾爛闇牒鳶1つ 軋

図1 天然の七花雪結晶（暗視野照明）

図3は，これまでの二例とは形態が異なり，結

の下方に伸びている各々の主枝の側枝であるにも

晶の中心部から主枝が七本，ほぼ同等な長さに成

かかわらず，結晶の下方中央にある本来の主枝の

長しているものである．図のAとBの枝は，間隔

成長を抑制し，あたかも主枝のように成長して七

が狭く，ほとんど平行に成長しているが，枝の表

花を形成している．一方，結晶の上方中央の主枝

面の形態から，Aは「裏」面を示し，Bは「表」面

は成長して右隣の側枝の成長に勝っているが，そ

を示しているように見られる（油川，1992）．これ

の側枝を加えると，見かけ上は八花を形成してい

らの上下の位置関係は，図1の場合と同様に，B

る．いずれにしても，この種の結晶は中央部分が

が画面の上方で，Aが下方に位置しているようで

様に広くなっている特徴が見られ，それがこのよ

ある．つまり，AとBは同一平面にはなく，上下二
17
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段の構造になっていることから，このような成長
が可能になったものと考えられる．また，この結

の空間が必要とされる装置とは異なっている．

このような装置の差異に関しては以下のように

晶の中心部もこれまでの結晶と同じように比較的

考えられる．すなわち，これまでの人工雪作製装

複雑な形態を示していて，正規六花に見られるよ

置は，雪結晶が水蒸気から昇華作用により生成さ

うな小六角仮などを形成していない．このような

れる（中谷，1949）ことを前提に，ウサギの毛な

結晶中心部の複雑さも，これらの七花に共通して

どの特別な繊維を装置に入れるとか，あるいは大

見られる形態的な特徴である．

型低温槽に沃化銀などの核物質を種まきしたり
（山下，1972），他の低温箇所で別途作製した水晶

3．七花雪結晶の生成実験

を実験風洞に送り込み（Takahashietal，1982），

今回の雪結晶生成の実験ほ，従来の人工雪作製

そこに水蒸気ないしは水蒸気源としての微水滴を

の方法とは異なり，実際の雪雲を想定して過冷却

供給するこによって雪結晶が作製されてきた．こ

微水滴から直接的に雪結晶の生成を行うものであ

の場合，注意すべきことば，供給される水蒸気と

る．装置及び実験の方法については油川（1994）

して過飽和の量が必要とされていることである．

により示された通りであるが，図4には，結晶が

特に，雪結晶の典型である樹枝状結晶の成長には

作製される容器の部分を示す．

水飽和を超えた過飽和が求められる（Frank，
1982）．しかし，このような過食包和の条件は，実験

において示されているにもかかわらず，天然にお
いてはほとんど実在しないことである（Warner，
1968；TazawaandMagono，1973）．これは明ら
かに矛盾であり，単なる妥協や否定の論理では解
園4 過冷却微水滴の実験容器

決され得ないことであると考えられる（油川，
2003）．

この容器は，内部に撒水滴を密封して結晶を生

また，従来の人工雪作製装置においてさらに指

成させ，それを外側から顕微鏡により観察，ある

摘しておかなければならないことば，水蒸気を供

いはビデオ撮影するためのもので，1mmほどの厚

給するための空間の必要性についてである．対流

さの透明なアクリル樹脂で浅い箱状に組み立てら

型の場合には水蒸気の供給源である水槽から雪結

れている．この内面に合成樹脂の薄膜を貼り，そ

晶の生成箇所までは数十センチメートル，拡散型

の上に微水滴を付着させて過冷即化し，そして，

では十数センチメートルの距離である．いずれに

微水滴の過冷却被れを生じさせることによって結

しても，これらの装置においては，各々の装置の

晶を生成させるわけである．このとき，過冷去口微

特性に応じた水蒸気の移送距離（時間）が必要で

水滴の温度により生成される結晶の形が異なり，

ある．これに関連して，中谷は興味ある実験のエ

例えば，150c近傍では樹枝状結晶が，−50cは

ピソードを語っている．それは，雪を作るための

どでは角柱や鞘などが得られる．この雪結晶作製

予備実験として霜を作る実験を行ったときのこと

方法は特別な核の種まきなどは必要がなく，室内

であるが，冷たい硝子板を下に置いてその上に水

のチリ，つまりは一般的な凝結核を薄膜に多少付

蒸気を通したが，霜の結晶を成長させることはで

けるだけでよい．容器の内径は3mmはどの高さで

きなかった．ところが，冷却板を上に置いて，下

あるが，この距離ほ特に制約があるわけでなく，

から暖かい水蒸気を自然対流で送ったところ，十

雪結晶が成長するための空隙があればよいという

分に発達した霜の結晶が得られたということであ

程度のものである．このことは，従来の対流型や

る（中谷，1949）．中谷はこのことについて，「自

拡散型のように，水蒸気を移動させるための一定

然と同じものを作るには自然の真似をすればよ
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い」と抽象的な理解のまま（中谷，2000），この差

までに30分〜1時間の時間を必要とするが，今回

異について特別に分析を試みた様子はない．しか

の過冷却水滴の実験では数分ほどで同程度の大き

し，何かが異なっていたことにより霜の生成に違

さの結晶が成長する．しかし，後者の方は過冷却

いがあらわれたはずである．それは，両実験にお

微水滴の生成に30分以上の時間をかけないと結晶

いて硝子板や温度および水蒸気というものに違い

化が起こらない．つまり，水蒸気から結晶が成長

がなかったとすれば，考えられることは水蒸気の

するまでの総合的な時間は両者においてほぼ同じ

「状態」，つまりはその移送時間に原因があった

であることから，双方の結晶成長には共通した水

のではないかということである．上方から水蒸気

物質の現象が関与しているのではないかと考えら

を吹き付けるよりも，下方からの自然対流の方が

れる．

その滞空時間を長くさせ得ることから，水蒸気が
周囲の温度に馴染むことになり，それが霜の結晶

4．実験により生成した七花の雪結晶

を成長させることにつながったのではないかと考
えられる．

このような推測は，今回の過冷却微水滴による
雪結晶の生成実験から想起されたことである．つ
まり，微水滴はその過冷却温度が同じであっても，

過冷却微水滴から生成した七花の雪結晶につい
て，以下にまとめて紹介する．これらの結晶はい
ずれもー150c はどの温度で生成されたものであ
る．

図5の結晶は中JL、部から七？の枝が成長してい

それが急激に凝結して形成されたものは単なる水

るもので，2mmはどの大きさに成長した星状結晶

球状に凍結してしまうが，同じ氷点下の温度でも

である．正規結晶では図のA枝が成長して六花に

比較的緩慢に凝結した過冷却微水滴は，樹枝状や

なるはずのものであるが，図のB枝の成長により

角柱状に結晶化することが確かめられている（油

それが抑制されて，かつ変則的な枝であるBの方

Jrl，1994）．先の中谷の霜作り実験に対する言及

が他の5つの枝と同程度に成長し，これが主枝の

も，これを敷延したものに他ならない．このよう

ような形態になっている．このことは，雪結晶の

なことから，従来の人工雪作製装置においては供

各主枝が，成長条件によっては必ずしも60度の角

給される水蒸気の「状態」が肝要で，それは，氷

度を堅持するとは限らないことを示している．

点下において充分な移送距離（時間）が確保され

この結晶の成長条件の手がかりは，結晶の中心

なければならないということであるように考えら

部を拡大した図6に見られる．この図の矢印部分

れる．また，対流型の装置には供給される水蒸気

に見られるように，枝A及びBの付け根には円形

量の上限があり，それを超えると雪結晶ではなく

状の文様があり，これは水滴の痕跡であるように

水球が生成してしまうとされている．これは，単

みなされる．過冷却微水滴から結晶が成長する過

に水蒸気量が多いということによる現象ではなく

程については後述するが，母結晶の近傍に過冷却

（水蒸気量が多いために雪結晶が成長できないと

微水滴があれば，それに応じて，結晶の枝が必ず

いうことは原理的にはあり得ないので），対流型

しも六花の形状を保つことなく適当な角度で成長

装置の特性に因ることではないかと考えられる．

する．このとき，枝AとBの角度は13度はどで，B

すなわち，結晶に対して水蒸気を多く供給するこ

と右隣りの枝の角度は47度ほどになっており，そ

とは，装置下端の水槽の温度を高め，かつ水蒸気

の和が6D度であることから，AとBは六花の角度

の急激な上昇をもたらすことになる．これらのこ

を分け合っていることになる．これは，Aの枝が

とが水分を環境に十分馴染ませ得なくさせるため

先に成長しはじめて正規の六花の位置を占め，そ

ではないかということで，今回の実験の過冷却微

の後にBの枝が発生したことにより，その方向が

水滴に関する現象と符合している．

Aに影響されてこのような角度になったものと推

さらに，対流型ではひとっの雪結晶が成長する

察される．このAと月の枝の間隔がもう少し離れ
19
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て競合が弱まり，同等に成長すれば，先の図3の

形状とはなっていない．このように雪結晶の中心

ような枝の平行した七花が得られるものと想像さ

部が比較的複雑であることは，先の天然の結晶に

れる．

も共通して見られることである．なお，図の下方
に位置する枝の角度はそれぞれ20度と40度ほどで，

先の結晶と同じように，六花の正規の角度を分割
したものとなっている．

図5 人工的に作製された七花の結晶

図7 人工の七花の中心部

tサも
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図8 変則的な側枝

図8及び図10は，これまでの二例とは少し異な
り，過冷却微水滴が結晶の主枝の成長過程で補足
図6 七花の中心部の拡大

され，そこから少し特徴的な二次枝が成長したも
のである．図8は，主枝Aの成長のはじめに補足

図7は，図6と同様に結晶の中心部に位置する

された微水滴から二次枝が成長したもので，その

複数の水滴から成長したと見られる樹枝状結晶で

Bと付された枝が正規の枝とは異なった方向に比

ある．図の矢印が付された箇所には幾っかの水滴

較的大きく成長している．この中心部を拡大した

の痕跡が見られ，結晶の中心部は一点に集合した

ものが図9であるが，これまでの例と同様，水滴

20
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の痕跡が矢印を付したように幾つか見られる．こ

枝の成長方向をふさぐように二次枝が成長したた

のうち，Bの二次枝が成長している水滴の中心は

めに，あたかも主枝が二つに分かれたような形態

主枝の成長方向からずれており，水滴例の方から

になったものである．

は正規の角度とは異なるBが成長していて，反対
側の二次枝は正規の方向に伸びている．このよう
な成長は，やはり撒水滴の存在が影響しているも
のと考えられ，微水滴が主枝に完全に取り込まれ
るならば，Bの枝も反対側の二次枝のように正規
の角度で成長するのではないかと推測される．な
お，この枝Bは主枝Aと30度の角度をなしている．
／

、−▼：．

ノ㌣
や〜一一一■■L−

J、 号

′

ヽ −ヽ

■−t ∴

0．5mm

図10 玉枝が二つに分かれた七花

この枝分かれの部分を拡大すると，図11のよう
になる．この図に示されたように，主枝から伸び
た二つの分岐した枝は60度で正規の角度を示して
いるが，これらを延長した線と水平に伸びた主枝
とのなす角は，22度及び82度となっている．

′

†．

て

図9 変則的側枝の拡大
図10は角板付結晶であるが，矢印が付された枝
が途中で二つに分かれ，それぞれの先端に角板が
成長し，七花を形成しているものである．中谷
（1949）は，このような六花の一枝だけが特異に
成長する原因について，前述のように，二次的な
核の附着を推定している．しかし，その原因は，

図11分離した主枝の拡大

これまで実験的に示してきたように，母結晶の成
長過程において過冷却微水滴が補足されることに

5．結晶生成の過程

よるもので，微水滴が主枝の側面に付着したり，

図12は，撒水滴の過冷却が破れ，結晶化してい

あるいはその全体が母結晶に取り込まれずに水滴

く過程をビデオで撮影し，その中から適当な画面

から結晶化して，母結晶とは異なる方位や形態で

を複写して示したものである．図の1は結晶化の

成長するためである．図10の結晶は，過冷却微水

直前で，矢印が付された30〟mほどの径の過冷却

滴の中心が主枝の側面で補足され，その結果，主

微水滴が，この後，結晶の中心になって相変化す
21
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る．また，この水滴の真上には微小な水滴が，ま

形状の結晶に成長しているが，はじめの微小な微

た左下にはそれに比してやや大きめの水滴が隣接

水滴から成長した枝が最も大きく，ひとつの独立

しており，これらが全体の結晶の形を決める上で

した形状を示している．また，左下に位置してい

重要な役割を果たすことになる．

た水滴からは二つに分離した枝が成長している．
これは，図の1あるいは2において，その左に見

−3− ・

1■・・l−ノ■■ ∴

▼

−

られる同等の大きさの水滴が母結晶に取り込まれ

I

て結晶化したことによるものである．このような
微水滴による成長が，結果として，図のAの矢印
ト り、L

〜、ニr

ー■

う亡、

i・さ
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いてもしばしば見られるが，その成因については
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うである．このような割れ目は天然の雪結晶にお
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未解明のままである（中谷，1949）．同様の割れ目

は図のBの矢印で示されているが，これもまた図

j一−

の2において示されたように，異なる水滴から成

漆
C

て」

で示したような扇型の枝の割れ目を作っているよ

宣∠L

閲

長した枝同士である．このように，各々別の微水
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滴から成長した枝は，互いに結合することなく，

〜rI
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平行あるいは排他的に伸びる傾向が見られる．ま

0．Zmm

た，この図でCの符号を付した部分は，二つの大

図12 過冷却微水滴の結晶化の過程

きな扇型の枝に囲まれて成長したためか，比較的
複雑な形態を示している．

図の2は結晶化し始めてから38秒ほど経過した
画像であるが，中心の大きな水滴の過冷却が被れ
て結晶化が進行し，先の二つの水滴もそれぞれに
結晶化している．このとき，最も小さな上方の微
水滴は結晶化の進行が速くなっている．その影轡
によるものとみなされるが，中心の大きな水滴は
上方が平士引こ変形し，その全体は半円形の状態に

なっている．そして，2分18秒経過した図の3で
は，上方の扇形の枝が最も大きく成長し，左下の

水滴の部分からは二つの枝が伸びてきている．

ま

た，中心の最も大きな水滴の部分では幾つかの小
枝が複雑に成長している様子が見られる，
ところで，この結晶の周囲は微水滴が蒸発し，

消滅していることから，結晶と微水滴の問には水
蒸気圧の差があることになる．このような現象は

図13 水滴から生成した結晶の枝の角度

樹枝状結晶が成長する場合においてもみられ，従
来の人工雪の作製が過飽和の状態を必要としてい

図13は，図12の4の画像を拡大したもので，糸吉

ることに対比して考えるならば，極めて興味深い

晶の各校の中央に線分を付して示してある．この

現象である．

線分の状態から，図の結晶は左下と右上の二つの

図の4は，5分32秒経過した画像で，全体が扇
22

部分に分かれるようである．それは，岡11に示さ
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れたように，結晶の中心部が三つの過冷却微水滴

が付着することにより，その部分が特別に成長す

により生成されてきたわけであるが，結晶上部の

るためであるとみなされる．

最も小さな微水滴は大きな水滴に取り込まれて成

過冷却微水滴は，何か物質に触れるなどしてそ

長したため，結果として二つの水滴が中JL、になっ

の過冷却が瞬間的に破れたとき，急激に凍結し，

て結晶が生成したものとみなされる．このように，

そのまま水球状になると従来は考えられてきた．

結晶の中JL、が複数の状態となっているものは，図

実際，実験的にもそのような形態が多く示されて

2に示したように，天然においてもしばしば観察

きている（LanghamandMason，1958）．しかし，

される．

過冷却微水滴の凍結形態は，微水滴の形成過程や

ところで，大きな扁型に挟まれて成長した比較

その温度へ到達するときの条件，あるいは異物と

的複雑な枝は，その成長方向を図のような線分で

の接触状態などの影響を受け，温度だけで一義的

示すと，結晶の一つの中JL、からそれぞれ58度，24

に決まるものではないことが実験的に確かめられ

度，32度となっており，特段の規則性は認められ

てきた（油川，1994）．つまり，一定の条件の下で

ない．これらは各々が六花の枝に成長すべきとこ

形成された過冷却微水滴は，本論の図12に示され

ろが，左下に中」［一、をもつ大きな枝に挟まれたため

たように，板状結晶などの外観を示しながら相変

に，その空隙を各々分割して成長したものとみな

化する．その条件とは，先のも述べたように，水

される．

蒸気が氷点下において数十分以上の時間をかけて
30〃mほどの粒径ないしはそれ以下の小さな過冷

6．考 察

七花の雪結晶は正規六花と異なるものとして
「崎型」に分類されているが，その成因について

却微水滴に凝結されることである．このような過
冷却微水滴の生成は，人工的には特別な操作が必
要であるが，天然においては極く一般的に行われ

は余り解明されてきていない．中谷（1949）は，

ることである．すなわち，地上や海洋から蒸発し

先にも述べたように，結晶の中心を構成している

た水蒸気が長い時間をかけて高空へ上昇し，緩慢

核と同じような物質が枝の一端に付着し，そこか

に冷却されていく．そして，降雪がもたらされる

ら結晶成長が促進された結果であると推測してい

地域では，その気塊が水飽和に達した時点で凝結

る．そのような現象は，一般的には．結晶のエビ

核により過冷却徴水滴，つまりは過冷却の雲粒が

タクシー成長ということであり，核となる異物の

形成され，そこから雪結晶の生成がなされる．こ

周りを水分子がとり囲んで氷の分子構造が生成さ

の現象は一般的であることから，降雪もまた日常

れてから結晶本体の成長が開始されることになる．

的に起こるわけである．

つまり，氷そのものが存在しない場合においては，

天然における雲粒の形成が，上述のように自然

水分子が表面を形成する際に，そのエネルギーが

対流的に常にゆっくり進行するとは限らない．寒

小さいものほど核としての能力があるわけである

冷前線などの領域にみられるように，湿潤温暖な

が，この場合，そのエネルギーが最も小さなもの

気塊が冷気により急激に冷やされることによって

はそれと同じ物質の結晶であることから，氷その

雲粒が形成されることもある，このようにして形

ものが氷の結晶を最も成長させ得る核ということ

成された過冷却雲粒は，雪結晶に付着した場合に

になる．それ故，六花の一つの枝に例え核となる

は水球状に凍結し，雲粒付結晶や覇を形成するこ

物質が付着したとして，その部分の成長が他の五

とになるものと考えられる．つまり，正規六花，

つの枝に遅れることはあっても，速まることばな

崎型，雲粒付結晶，覇の違いは，雲粒の形成過程

い．つまり，雪結晶の崎型は二次的な核により成

の違いやその付着によるものとみなすことができ

長が促進されて形成するのではなく，今回の実験

る．

で示されたように，母結晶に対して過冷去口微水滴

ところで，今回の実験に見られた母結晶とその
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枝の不規則的な角度については，これまで，結晶

成した雪結晶が七花になりやすいようである．こ

の分子配列に関わる現象としてCSL（共在点格子）

のとき，過冷却微水滴は樹枝や角板に結晶化する

説（KronbergandWilson，1949）を雪結晶に応用

ものと，単に水球状に凍ってしまうものとがある．

して説明がなされてきている（Ⅹobayashiet

その違いは，過冷却微水滴が凝結生成する過程に

alリ1976）．この説は，多結晶雪における結晶軸の

依存している．すなわち，氷点下において比較的

交差角度が結晶境界における格子間の適合配列に

ゆっくりと凝結して生成した過冷去l］微水滴は結晶

よって決定されるというものである．ただ，この

化し，急激に凝結した微水滴は，過冷却の温度が

考え方は，雪結晶が水蒸気から気相成長すること

前者と同じであっても，氷王求状に凍結する．この

によって形成されるということを基本にしている

ことは，天然の現象との問に矛盾を抱えてきた従

ことから，今回観察されたような過冷却微水滴か

来の雪結晶の気相成長説について，新たな視点か

ら液相成長する結晶には直接に適用ができないも

らの検討が求められることになる．このことによ

のと考えられる．それは，液相成長の場合は，結

り，天然の降雪現象を実際的に理解することがで

晶格子の配列に加え，液膜の厚さや隣接する他の

きるようになる．

結晶との位置関係もその成長に影響を与えること

また，今回観察された七花の雪結晶の生成過程

が実験により観察されているからである．このこ

は，十二花及び十八花の成因に示唆を与えている

とは，今回の実験で生成した結晶の不規則的な角

と考えられる．

度（例えば図13）が，CSL説で導かれる特定な角
度，つまり，22度，28度，30度など（Kobayashi
etal．，1976）とは異なっているということにも示さ
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