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食品の横 磯棟と舷 形

1.はじ(鋸こ

比六･低温科学研見香 里田巻も礎

離島櫨 には′-殻に′次o)三つの過程が聞直してし)る:

i)環痩相から商品友面へ向かう介子o)碇歌風産′

2)結晶友面で分子が雑品相に組みkまれる過程(surfqcekineticpr.cess)′

3)銘品表面で屠生しT:紹品化熱の輸 送過程｡

ところてtt, 雪の動二六両板状や萄勧 え′5)るいぼ飾れ 衝御大の毛のカ功 ちように.鍾

晶の#/,は正長条件のわ打巾違し)に机 て千差万別に安化する｡ このヰ差万別の結晶o)

矧ま､上に孝げた種 の々妾過雇わ報酬 こ聞直Lあフ､た素志果 生じるものである｡ 丁まで

また非平衡状能で就長する商品の働 く決定3-れろしくみを明らかにすることは蕗品裁長の

食客T3課題で5)る｡

銘品の骨絶 間矧こする鳳こは,終晶とそ木をtt)囲む環痩相が熱か芋的斥平衡漉態しこ3)つ

て茄品iTイズが一定に穣たれている時の形,すなわち平衡H,/(equilibriumform)と′非平衡

状勘 こあって蔵長しっフある結晶o)刊,すTsわち戒長弔(growthf-orm)を区別するZ粟尊があ

るl). 本痛では.雪の魚島(気相稼長した氷の銘品)の成長形(2,音)と*締品の表面構息

と気相館長機構(う音圧 つし)Z簡単l二足べるo詳しくけち鴻 丈献摘 帽戟きたL).

?.雪o)在長形

単緯泡雪のdJ/と電長条件の脚紅 示す/ト林ゲイアグ

ラLF'は′Eo)外形安化に次の二つの特赦があ3こと

と示してし)る｡

2-1 晶癖変化 オーの稗矧ま一商品化完捜 o)紘

fl-J半う晶癖変化である.{雪結晶は0℃から-4oC

g):/鏑 で折 合･2に銅 軸比C/aが1よ()小さl沃 角

榊えに成長し,-4℃から-LO'Cまそ､はC/a>1の六

角柱ねこ館長し: loモ,から-22oC_の覇て海cLt種板に

rSI)一一22℃以下で軽水に最良寄る｡ このように′

緯晶外耳往構就する純品面C)組合わせは受らなし)が′

面の相対的大きさのむ巳によって生ずる外形安化を晶

癖を化ヒbf/Tl｡ 晶癖変化の解奴につt)?lまう青で触
れる｡

-10 -20 -30r -40

R骨･1槻 晶雪の成長形 と成長粂件の関係 を示す
小林 ダ イア ?･ラム2).

2-2 ?脚 絹 品の苛機 種 足 守この特徴は一 (a'

化過飽和勧大農でl音符面体を鯉浄朋 を定成長力こ実現
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R(Owl)

与諸宗 <1

(b)

Fi曾･2 氷結晶の成長形の基本型(a)と晶削 b)･



されるが′過飽和霞が増大す引二つれ容も品の頑や筒が債私的にイ申綜絵れ タフ面体が露希
できT-+くT3/) ′ 骸品,針轍 も品.街和夫終晶rSどが悪党することであ3(手甘 ち●)｡

この7g面碑 結晶の形態不を定桂の閣矧 ま.在敬過程が原因と極って起 こる養面にうちって

の過鰯 纏 の不均一(Fig.4)に閣逢した興味あ3問題である｡ この間題と最初に碗 絢

にこL)あっかった釦言Chem ｡U3)で､J衡こ澄田ら4).E)が正大副本猿島につl)て定量的存議

論モ行った｡ 最近,入--,Eちら)は正大面体結晶の堵合lて軌 沌 与藷を雪o)紡品に幕張し,

基底面, 70リス､ム面のごT)らそ､不専定が着生するか′まT=それ乞宋d)る各年 13:,何で､あちか

を示しT=｡ i)の吾栗は権田･山崎りブ准封･小池曾)の l麦類~と良｡一致 を示 した ｡ まモノ

Fro_hkq)は/#//態不尊皇の若生後の雪の子甑 つ

いての定性的T3考索と行ってLlろ｡

ところぞ､.融液取長に見ら れ ろ ､ 冥新生の,i

Taい国衆界面の骨塊 不を 恵 性 に つ H?はJ

M刷 れい Sekerkao)理論W･1').12)がある O

-方,雪結晶の形能不をk/性は翼か性C)軌 湖

面イ奉雑品の問題である｡ LT:がって雪商B｡BO)
形態不を如ヒ′婁烏化の因3-力用品 LS-SekerkcL
理論Z小扱われるものとは賀篭るこ とに:,i奏 すう

泌要がある｡

2-3 水の負の銘品o)酔う),14)

水の単結晶に注射針とさし,宅の片端と真を
/i=ン70につたぐと,針の寛端から水分子が吾輩

し,木に穴があく(negqtivecrystol)｡ 木の

頁0滴 品はJ窯懲速度の異方性のたd ) , 碁底面

と70り7:仏面そ囲まれたフ摘射 fi9.2(a_))～
ある｡ 最近,木幡 ･か 巨小林'4)は′こC)負

の雑品の形の温度依存性を繭ベ-2:C,吠土の温

度ではノ球を二つの小用 鼻底面で切っT:榊 ミ

現われることを星いぬLt｡ こ拙 ま ′ 3尊で

鼠べる棉 晶表面上の疑似液磯 緑吉畠との間

a)界面碑淀の変化によって′塞泉南以外の方他

の面の真紅晩 の巽k/性が失われたためと考え

られる｡

3.氷結品の表面醸造あよ7滴 毛機構の温良

叔酎生と譲位俊樹生 t5)
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Fig.4 Theschematic representation of(a)equi-
concentrationsurfacesofgrowthunitand(b)
inhomogeneityinsupersatura(ionalongthecrys-
lalsurface.

OoC TM I TH/III

Fig.ST.Variationofsurfacestructureandsurfacekineticsof
growth with temperature:(i)V-QL-Smechaldsm;(ⅠⅠ)
adhesiyegrowth;(ltⅠ)仇eusualtwo-dirnensionalnucleation

雪絹品の成長を考えろ襟には,雪商品の槌 growth･
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温度が,水の顧魚に近い非草rs高=,Aで5)ちとし巧

ことに注貴 LT紺 ればTsらk l上 つまI),高温

度の水雷品表面の倦怠i他の物質の遺草の吾気相

柁長の標に偵息するよう指命Ⅰ的尺夜で､星て平ら

Ts韓異面 (singularinterfqce)であちと釆めっけ

ることはできT3L)o 結晶友面は分子的犬夜で見

てむ し?｡ろ,あ3 日は融点､直下ぐは何分千慮毛

の孝和こ峠っZ鶴 の乱れた疑似譲蜂j%そおお

われ?し)ろ可能性万坊る｡ LT=がっZ,芝のよ

うT3堵 合の戒長7日ネティクスも新たに頼斉しTSLT
拙ざT3らT副う｡ まモー雪商品の基本形モつくる

息庖(Loooli)面と7oJ)7:ム(Lto70日 面による

Fig.g Theschematicrepresentationofthecombト

nationofgrowthkineticsof(0001〉･and(1010)-
facesdependingontemperature.

違いも問題とT3る｡

130年希,H.Famdayによって提菓丁小一モ相 島表面上の疑似液捧層の仮説は′廼編

跡二は,FkTc_hey-1｡,里針 Lo.cyyLCL肌 IF)によフて席討された｡ また.宴額的に毛足年

NMRn),電気イ云草魚頚促 lS'tq)′偏光解町b'によって敵え近傍の島:/&夜の雛 も品表面に勅本

に似た乱れた楓をモ韓った属が存在やることが確かめられて｡る.

敵魚以下の温度での蕗蛸 卒鷹の存在は.液体相のべ IL,7自由エネルギーの観点からは

kG/棒の自由工わ しギーの不利 互もT:ら頂｡ ¥a)不利区もかかわらす衷似液庫層が熱力

学矧こ卑見に存在しうち要餌 , 磯の棉 長泉 面が適確層でま､あわれることとよる粕 自

由工有 レギーの低下にある｡ 可帥 b,帝 も晶表面o)水によろめ 木琴さを最h可尺ラメ

一夕△0忘が正に指る1g)｡

△o'p - o'I JUw十0'工/wi〉0
ここそ､Ul′0･山,0-工/vvは甑 でれ′養毛-う軽も畠 ′ 薬五一本,氷一木の間o)界面御 ′耳

紬 明 庖自由工射 しギー宣長わ句. LT=がフ?液相のパルワ自由エネルギーの神 は

紬 自由工*IL,ギー極下の印 篭滴 の着直各 日から氷結品,疑似永年層が乎御 大態 にある景

榔 層呈至芸敷 詰 崇 ,書 芸完 芸/7(､誓 言雷禁 芸至芸治 欝 ;Tt;指も.

8'軸 林 寺く75[),戯澗;/娘 ㌔'Iて二郎 相O,取 になる拝甘 ら)｡ この時･フ相 手
tこよるク軽を品表面の葡覆牽け-1と定義する. したがっ?OoCからT工/Lまでは水倉吉晶

鼻面は敵 勅綿 てtt捕 われろ(fiod.6)｡

T工/正払下の莞痕では濃く1の水分子蟻 桟 こ′).最面は餌 的天産で簸て凹凸の79

い言直七面に崩 と子射 れ3(自今.5), 更に温度刷息下 して次O,醜窄過度Tn/正以

下に指フZ,初め?吸着水弁手数乃qF草に催かた(イ利えば甘く0.02)命綱勺六度で･腎て平坦

Ti′硬銅線 面が現価 る(fi等･ち)｡
ここで剛 和代 疑似液朋 は.ラ摘 晶に輯句T3もの円 摘 (.他の嘉島そ､も管の結晶
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a)敵巨漣下の高=温度にみ い?存左耳ろ可能煙 がある｡ 近年′計算橡yミュ し-I/ヨン乏
乳症一表面のroughening2()′29やmelting23)(7)研如 く丁かんになってきてH盲 ｡

結晶化温度の払下にしたがフ?上て･述べた表面構蓋の変化があころので.戚長カイネテ

ィ7スも如 軌こ′変わもと子想されろし干場.6).

r) 気相(V)一 疑似液体(aL)一 固相は)倦構(ooc〉T〉TL(I;廿〉1).

E)水分子が酎 吸着した芝咋た表面C)付着夜長(T工血 〉T〉Tl/A;1〉骨〉0.02),

E) 吸着本桐 厳がイ蔓楠 平坦Ts特異面o'-次元夜桜長 (T〈TE/a;せく0･?2)｡
以上そ､還べたように′氷 結品o)表面構造r31ら狛こ成長力イネーT4クスは′澄渡の低下にと

もT3つてこ直覚化する O きた,その転務温度TyⅡ,Tm はあれ馬丁の/ぞラメータ△0,読

つうじマ面方位醜 存する｡ その鯖泉′複福音晶癖如巳は主とLZtOOO情転といolo)

面o)賎 カイネカ クスの恵みあわせo)射ヒヒLZ理解できるは)(Fig-.ら)｡
〔文献〕

1)栗田召粍 罷′画廊 理 遁(lqgt)らち.
2)T.Koboyoshi,Phil.MQg,良(1961)1565.

5)A.A.Chernov,J.Cryst.Growth2旦∠三三(197叫)ll.

4)T.Ku｢odQ,T.I｢isowcICndA,Ookowc),J.Cryst.G｢owth坦 (1977)Lil.

5)丁,Kurodcl,J.Meteor.Sco.JcLPCln皇迫(1982)520.

6)T.IrisowclノT.KurodcIClndA.OokowO,tobepublishedinJ.Cryst.Growth.

7)T.GondoclndT.YclmClZClki,J.Cryst.Growth王迫(1982)259.

8)T▲GondclCndT.Koike.tobepublishedinJ.Cryst.Growth堕(198Ll).

9)F.C▲Fronk,J,Cryst.Growth2At25('197句)5,･Contemp.Phys,≧呈(1982)5.

10)W.W.MullinsclndR.F.Sekerkcl,J.oppl.Phys.盟(1963)525:55(1964)qLlq.

ll)R.F.SekerkQ,Cryst(】lG｢oh･th,ed.P.Hc]rtm(】n(North‖oll(】ndノ1975)p.上105.

12)J.S.Lc]nger,Rev.Mod.Phys.盟(1980)1.

15)も川東絶′木幡繁嗣′ 白だ,I?陀卑朋 葛,購 .

lq)S∴Kohcltq,Y.FurukowclCndT.KobclyclshiノPresentedc]t7thIntern.Conf.Crystql
Growth-in-Stuutgort,Sept,1985,･tobepublishedinJ.CrystalGrowth.

15)T.Ku｢odc1CndR.Lczcmclnn,J.Cryst.Growth_5旦(1982)189.

16)N.H.Fletcher,Phil.Mclg.i(1962)2553 ibid.上旦(1968)1287.

17)V.L Kvlividzeetcll,Surf.Sci.坐(197叫)60.
18)C.Joccc)rdノPhysicsofSnowc)ndIcevol.1,ed..OurcI(Inst.LowTeltlP.Scl.

HokkoidoUniv.,1967),p.175.

19)N.MoenoclndH.NishimurQノJ.GIqciology2i(1978)195.

20)D.BeclgleholeclndS.Nc)son,Surf.S°i.豊臣(1980)557.
21)G.M.GilmerondK.A,JqCkson,CrystcllGrowthclndMqtericlls,ed.E.Kclldisond

H.J.Scheel(NorthHollclnd,1977)p.80.

22)H.MOller-Krumbhclqr,Monte一cclrloMethodsinStcltisticQIPhysics,ed.K.Binder
(Springe｢ノ1979)p.261.

25)J.Q.BroughtonclndL.WoodcockノJ.Phys.臼ユ(1987)27q5.

- 42-




