
第２回 地球の環境

地球に生命が存在できる鍵は:水、大気、温度

惑星表面の温度をコントロールする要因:太陽放射エネルギー
の量と惑星表面の反射能、温室効果ガスの量

地球の太陽側にある金星の表面温度は約470℃、気圧は約90気
圧であり、とても人間が住める環境ではない。金星大気の大部分
を占める二酸化炭素の温室効果によって、猛烈な高温の大気に
なっているのである。

一方、隣の火星の表面温度は、北緯20°付近で夏の平均気温が
-50℃、冬の平均気温が-80℃であり、大気圧は0.006気圧と低い。

地球の両隣の惑星表層の環境は、とても人間が住めるものでは
ない。

参考書：「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



地球の表層は平均温度15℃、1気圧で、温室効果ガスである

二酸化炭素は0.045% (2019年データ)しか含まれていない。

地球上では、もともと大気中に大量にあった二酸化炭素は水

に溶け、生物の骨格や殻をつくる石灰岩として固定されている

ために、金星のような高温にならない。

また地球の質量は月や火星よりずっと大きく、引力が大き

かったので窒素や酸素などの気体分子を引力圏内に留めておく

ことができたのである。また地球上では二酸化炭素が、大気圏

と水圏および固体地球の間を循環しているので、気温をほぼ一

定に保つことができている。



現代人の生存にとって不可欠なもの:

水と大気と適当な温度である。その他に食糧としての生物、そ

して生物に栄養塩を供給する大地が必要である。これら5つの要

素がなければ、生物として生命を維持していくのが困難である。

また、現代人はエネルギーが必要であり、1日1人当たり、原

油4l分に相当する約40,000 kcalのエネルギーを消費している。

現在人類が直面している地球環境問題の多くは、人間の消費活

動と大量廃棄による水、大気、大地の汚染、生物の異常や絶滅、

そして人為による温度の上昇や下降の問題である。



水の役目

人間にとって水は不可欠である。食事はなくとも水さえあれ

ば、体に蓄えられたエネルギーを使って生きのびることができ

る。その秘密は人間の体の組成にある。人間の体の60%(重量)
が水である。新生児では80%が水である。骨の50%、筋肉の

75%が水でできている。しかも腎臓では1日180 lもの水を使って、

老廃物を処理し濾過している。そのために人間は1日2.5 lの水を

必要としている！

水は人間の体の中で果たしている役目:

溶媒としての役目: 体内の物質は水に溶かすことで、効率よい運

搬ができる。水溶液の血液によって酸素を毛細血管まで運び、

二酸化炭素を溶かし込んで排出している。(昆虫には肺循環がな

いために、腹壁から空気を通す管が体の中にのびている。その

ために酸素供給の効率は悪い。)



生命現象の主役であるタンパク質が機能を果たすための
役目: アミノ酸が合成され、タンパク質が形成されるとき、
アミノ酸が結合するごとに、1分子の水が生成され、タンパ
ク質の表面を水の膜でおおってしまう。核酸や多糖類にし
ても、それらが生体内で安定して機能するためには、水分
子によっておおわれている必要がある。水分子の膜は、外
界の温度変化やイオン濃度の変化や光の刺激を和らげる働
きをしている。このような働きのために、水は人間の体に
とって不可欠なものとなっている。

アミノ酸の脱水縮合によって形成されるタンパク質



大気

人間が通常の生活を営めるのは、充分な酸素がある標高4,000m
付近までである。一般に高山病の第1期症状が現れるのが標高

4,000mである。標高5,000mになると大気中の酸素分圧は、平地

の約半分になってしまい通常の生活はできない。人間は酸素呼

吸している。呼吸によって取り入れた酸素によって、ブドウ糖

やでんぷんなどの栄養素を酸化分解して、エネルギーのもとと

なるアデノシン三燐酸を生産している。その酸化反応のため酸

素は必要である。酸素は大気中に21%含まれているが、わずか

0.039%しか含まれていない二酸化炭素も重要な役割を果たして

いる。



適切な温度

人間の体温は通常36～37℃である。これより1～2℃体温が

上昇しただけで、人間は正常な活動をできなくなる。45℃が

致死温度といわれている。一方、体温が35℃になると方向感

覚が鈍り、30℃になると無感覚になり、27℃で凍死すること

が知られている。耐熱性バクテリアの多くは55℃まで生きて

いるので、低温殺菌の温度は60℃になっている。生物の中に

はワムシや線虫のように、極低温で冷凍しても解凍すれば蘇

生するものもいるし、トウモロコシのように-273℃で保存し

ても発芽するものもある。しかし、人間のように大型の動物

が正常に活動できる温度は厳しく制限されている。



金星・地球・火星の環境比較

地球表層の平均温度は15℃であり、窒素78%、酸素21%、二

酸化炭素0.03%の大気で取り巻かれている。水は温度分布に従

い、液体、固体、気体の三相が共存しており、表層の7割は液

体の水でおおわれている。このような惑星表面の状態は、太

陽系の惑星として普通ではない。

比較１：温度

惑星金星は厚い雲に覆われている。金星の半径や質量が地

球に似ていることから地球の兄弟星といわれている。金星の

自転周期は243日であり、非常に長いために昼半球と夜半球で

大きな温度差が存在する。観測された最高温度は720℃、最低

温度は40℃であり、平均温度は約470℃であった。



常圧下の鉛の融点は327.5℃、スズの融点は232.0℃である。

したがって金星表面では、鉛やスズが融けてしまうような

高温状態である。

一方、火星は、両極に氷冠と呼ばれている氷床が存在す

る。氷冠では真冬には-130℃に下がるが、赤道地域では太

陽の南中後に30℃まで上昇する。1997年に火星に軟着陸し

た火星探査機マーズ・パスファインダーの観測データによ

ると、北緯20度付近の夏の平均気温が-50℃、冬の平均気温

が-80℃(年平均-60℃)である。火星は平均気温-47℃の極寒

の環境にあることがわかっている。



比較２：大気

金星には地球大気の90倍の、約90気圧の大気がある。その

98.1%が二酸化炭素で、他には1.8%の窒素が存在しており、水

蒸気は0.1%にすぎない。酸素はほとんどない。気圧が90気圧と

いうことは、地球では水深約1000mの水圧に相当する。金星は

厚い雲におおわれているが、その粒子の多くは硫酸でできてい

る。

火星の半径は地球の約半分で、質量は地球の1/10しかないこ

とから、その大気は希薄である。実際、火星探査機により、火

星の大気圧が0.005～0.007気圧で、地球の高度35㎞付近の大気圧

と等しいことがわかった。希薄な大気の95%が二酸化炭素であ

り、残りは窒素とアルゴンからなる。火星では大気が薄いため、

惑星表面と大気の温度は同じにはならず、地面より大気温度の

方が高い。



比較３：水

金星大気にはわずかの水蒸気が含まれているが、温度が高いた

め液体や固体状態の水は存在しない。火星には約0.1%の酸素と

0.03%の水が存在する。しかし液体の水が存在する条件は限られ

ておる。火星の水に関して注目すべき点は、地球上の河川と酷似

した蛇行や合流・分枝、河岸段丘などの地形が認められる。図に

示すような流路網は、洪水によってつくられたと考えられており、

過去には火星にも液体の水が存在したと考えられる。



火星赤道域のマリネリス峡谷
と巨大な地滑り, 斜面の高さは
9km.

酒井治孝「地球学入門」、東
海大学出版社、2003

火星表面の河川に跡, 画
面の横幅は250km.



フィジ国道の地滑り現場(2000年)



Channels in a Martian crater, in an image taken in 2000 by 
the Mars Global Surveyor, suggest to scientists that liquid 

water may have flowed across the surface of Mars in recent 
times. Image credit: NASA



火星北極斜面崩壊
(2008-03-03a)-NASA

火星北極斜面崩壊
(2008-03-03b)-NASA



35億年前形成された峡谷
と地滑り地形-1(NASA)

35億年前形成された峡谷と
地滑り地形-2 (NASA)



火星衛星立体写真-１(NASA) 火星衛星立体写真-２(NASA)



米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は2018年8月22日に、月の南極と北極に氷があるのを観測した

と発表した。これまでも、月表面に氷がある可能性は指摘されていたが、直接確認できた
のは初めて。月の氷は月面基地で用いる水だけでなく、ロケットの水素燃料などを製造す
る原料となる可能性もある。米国が中心となって進める新たな有人月面探査に勢いがつき
そうだ。インドが２００８年に打ち上げた月探査機「チャンドラヤーン１号」の観測デー
タを、ＮＡＳＡや米ハワイ大などのチームが分析した。観測された氷は南極付近のクレー
ターに集中し、北極付近では広い範囲にまばらに散らばっていた。クレーターの影で太陽
の光は届かず、温度は零下１５７度よりも低いという。 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸ
Ａ）も2022年に月の南極か北極に無人探査機を送る計画がある。



地球表層の特徴

太陽系の他の惑星と比べ、地球表層は次の5つの特徴
が挙げられる。

①クレーターの欠如

②7割が液体の水で覆われている

③プレート運動による地殻変動

④大気が主に窒素と酸素からなる

⑤生命が発生・進化している



地球に一番近い天体である月の表面はクレーターだらけである。

水星や火星にしても、火星の衛星にしても皆その表面は無数の

クレーターにおおわれている。ところが地球上でこれまでに確

認されたクレーターは126個にすぎない。

地球だけなぜクレーターが少ないのだろうか。その理由はま

ずに、他の天体と違って地球の表面の7割は水におおわれている。

また、地球の表層は厚さ約100 kmのプレートにおおわれており、

プレートが相互に運動し活発な地殻変動を生じている。プレー

ト収束境界では古い海洋プレートが大陸の下に沈み込んでいる。

これらの結果、いったんプレート表面に形成されたクレーター

は、地殻変動で変形したり分断されたり、あるいは沈み込んだ

りしてその存在がわからなくなる。



また、海洋プレート上に形成されたクレーターは、すぐ

に水におおわれ見えなくなってしまう。さらに地球上では

岩石が絶えず水や大気と反応していて、長い年月の間に風

化浸食されてしまう。さらに植物によっておおわれてしま

い、大規模なクレーターであってもそれを識別することは

できなくなってしまう。地球にも月や他の惑星同様、その

創世期には大量の限石や小天体が降り注いだと考えられて

いるが、地球の特徴によって、今では見えなくなってし

まっている。



月の表面のクレーター
James･F･Luhr等「Earth」 ネ
コ･パブリッシング 2004



地球上これまでに報告された主な隕石孔（●クレーター）の分布

地球上これまでに報告された主な隕石孔（●クレー
ター）の分布

松本孝典「科学第58巻第11号」、岩波書店、1988



アメリカアリゾナ州のメデオ･クレーター、直径1.26km

James･F･Luhr等「Earth」 ネ
コ･パブリッシング 2004



第３回 地球表層の温度

地球上の最高気温の記録はリビアの砂漠で観測された58℃、

一方、最低気温は南極ボストーク基地で観測された-89.2℃

であり、その差は147.2℃に達する。炭酸塩岩中の安定同位

体を使った研究によると、地球の過去38億年にわたって地球

表層では平均気温が0℃以下になったことも、100℃以上に

なったこともなかった。もし地球の大気が金星のように高温

であれば、固体や液体の水は存在できない。また火星のよう

に低温であれば、固体の水しか存在できない。特殊な細菌や

バクテリアを除いて、地球上にはこのような厳しい環境下で

生存できる生物はいない。

参考書：「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



地球、金星、火星の表面温度の比較

惑星の表面温度を決める主な因子は、次の3つである。

(a) 太陽からの距離(太陽放射の量)

太陽から惑星表面に届く光の量は、両者の間の距離の2乗に
反比例する。したがって太陽からの距離が遠いほど、その惑
星が受容する太陽放射の量は少なくなる。

(b) 惑星表面の反射能力(アルベド)

惑星表面の物質によって太陽からの光を反射する能力が異
なる(表1)。大気が存在しない月では反射能力は小さく7%しか
ないが、厚い大気におおわれた金星では78%、木星では73%が
反射される。惑星表面の反射能力が大きいほど、太陽エネル
ギーの入射量は少なくなる。



地球表層の様々な物質の反射能（アルベド）

太陽入射角度と水面の反射能

太陽入射角度

地球全体では太陽放射の30%が反射されている！



(c) 温室効果ガスの量

地球に入射する太陽エネルギーは、可視光線部に極大がある、

大気中に含まれる水蒸気や二酸化炭素は可視光線に対しては透

明であるが、赤外線をよく吸収する。地球が宇宙空間に放射し

ているエネルギーは、赤外部に極大があるため、水蒸気や二酸

化炭素などの気体は赤外線をよく吸収して、大気の温度を上昇

させる。この現象を温室効果と呼び、赤外線をよく吸収する3原
子以上からなる気体分子を温室効果ガスと呼んでいる。CO2、

H2O、CH4(メタン)、NH3(アンモニア)、O3 (オゾン)、NO2 (二酸

化窒素)などが大気中の主要な温室効果ガスである。



放射平衡温度：太陽から受け取るエネルギー量と惑星が

放射するエネルギー量が釣り合って温度が変化しない状

態にある惑星の温度

 

惑星 太陽からの距

離(km) 

太陽放射の入

射エネルギー

(W/m2) 

惑星の反

射能力

(%) 

放射平衡

温度(℃) 

実際に観測さ

れた平均表面

温度(℃) 

金星 1.08×108 2600 78 -46 477 

地球 1.50×108 1380 30 -18 15 

火星 2.77×108 580 15 -56 -47 
 

惑星の温室効果ガスによる温度の上昇



温室効果ガスによる温度の上昇

金星では90気圧、二酸化炭素98%の大気の温室効果によっ

て720℃も温度が上昇している。地球も温室効果がなければ

平均温度-18℃の寒い世界になるが、大気中の水蒸気や二酸

化炭素の温室効果のおかげで平均温度15℃に維持されている。

一方、大気が希薄な火星では、温室効果によって温度が9℃
しか上昇していない。もし地球の大気が金星の大気のように

二酸化炭素に満ちていたら、地球も金星同様の灼熱の惑星に

なったにちがいない。



地球が金星のようにならなかった理由

地球は金星のような灼熱の惑星になる可能性が存在する。石灰

岩(CaCO3)を初めとする炭酸塩岩は、二酸化炭素とカルシウム、

マグネシウム、鉄などが結合して作られている。

海水中に溶け込んだ二酸化炭素と河川によって海洋に運び込ま

れた金属イオンは結合し、石灰質な珊瑚の骨格や貝の殻、ウニの

棘となって固定されている。沖縄の珊瑚礁やオーストラリアのグ

レートバリァーリーフなどは、二酸化炭素を炭酸塩岩として閉じ

込めて、地球大気の二酸化炭素濃度を一定に保つ重要な役割をし

ている。もし世界中の石灰岩に固定された二酸化炭素が大気中に

解放されると、大気圧は60～80気圧に上昇し、地球は温室効果に

よって金星並みの灼熱の惑星になってしまう。



二酸化炭素は石炭・石油のような化石燃料として地中にも固

定されている。二酸化炭素は、もともと植物が大気中の二酸化

炭素を植物体として固定したものである。化石燃料を燃やすこ

とは、固定されていた二酸化炭素を解離し、大気中に放出する。

地球にはもう1つ温室効果ガスの貯留槽がある。地球表層の水

の99.4%を貯留している海洋と氷床である。地球表層の温度が

金星のように100℃以上であれば、水はすべて蒸発し、その猛

烈な温室効果によって地球表層の温度は急上昇する。海の水が

蒸発すると、大気圧は270気圧になる。幸いに二酸化炭素は炭

酸塩岩に、水蒸気は水･氷として固定されているので、地球は

現在の表面温度を保っている。



地球が火星のようにならなかった理由

木星型惑星: 木星や土星などの大型の惑星表層は水素やヘリウム

ガスに満ちており、その平均密度は1～2g/cm3と小さく(土星の密

度は0.69g/cm3と軽く、水に浮く)

地球型惑星: (地球の平均密度は5.52g/cm3)

火星には希薄な大気が存在するが、月には大気が全くない。そ

のために温室効果ガスによる温度の上昇はごくわずかか皆無であ

る。火星や月と比べ、地球や木星型惑星には濃厚な大気がある。

この違いの原因は、惑星の質量にある。すべての物体と物体の

間には、質量の積に比例し、物体間の距離の2乗に反比例する万

有引力が働いている。惑星と惑星表層の物体あるいは大気を構成

する気体の問にも万有引力が働いている。その大きさは各惑星の

重力加速度で近似できる。



地球の引力は水素やヘリウムをその引力圏内に留めるほど大
きくなく、分子量の大きな二酸化炭素(分子量44)や窒素(分子量
28)、酸素(分子量32)だけが大気として残っている。

火星では、重い二酸化炭素がわずかに大気として残っている。
さらに質量の小さな月では、すべての気体が宇宙空間に脱出し
てしまい、その結果大気が存在しない。

もし地球の質量がもっと大きかったら、大気は水素やヘリウ
ムで充満していた。

もっと質量が小さければ、水は存在しなかった。このように
惑星や衛星の質量が小さすぎると、生物の生存に必要な大気も
海も保てない。



地球表層の温度と液体の水の関係

液体の水が地球を温室効果の暴走から救った重要な働きをし
ている。地球より太陽に近い金星では、水蒸気は金星の大気圏
外に脱出してしまい、重い二酸化炭素だけが取り残され、その
温室効果のため灼熱の状態になっている。

一方、地球に比べ太陽から遠く質量の小さな火星では、水が
流れた形跡はあるものの、その引力が小さいために多くの気体
は脱出してしまい、重い二酸化炭素の氷、ドライアイスが氷冠
をつくっている。

地球表層には液体の水が存在したため、二酸化炭素や金属イ
オンを溶かすことができ、それらを岩石として固定することが
できた。また地球の質量が適当だったため、現在も水の分子が
地球の引力圏内に留まっているのである。



太陽放射と地球放射

太陽から宇宙空間に放射されているすべての電磁波を太陽

放射という。電磁波は物質にぶつかると、透過するか、吸収

されるか、反射あるいは散乱される。通常の物質は、決まっ

た波長の電磁波しか吸収しない。太陽放射のうちX線や紫外

線の一部は高層大気中の酸素原子に吸収される。また紫外線

の一部はオゾン層によって吸収され、赤外線は二酸化炭素や

水蒸気によって吸収される。しかし太陽放射の大部分を占め

る可視光線は、大気を透過し地表に達する。



太陽放射と地球放射の
スペクトル。太陽放射の
エネルギーは可視光線部
分(0.48mm)に極大がある。
一方、地球放射のエネル
ギーは赤外領域に極大が
ある。地球放射が大気中
の水蒸気に吸収されない
波長域(8～12mm)は、地
球放射の窓と呼ばれてお
り、ここから多くのエネ
ルギーが宇宙空間に逃げ
ていく。

(Sellers,1965;Goody,1954) 



温室効果と電子レンジ

温室効果と同様に、電磁波を吸収

することによって分子振動を起こし、

熱を発生させ、食べ物を温める電化

製品が電子レンジである。電子レン

ジでは赤外線より長い波長12cmのマ

イクロ波を放射する。食べ物の中の

水の分子はマイクロ波をよく吸収し、

熱を発生し食べ物を加熱する。その

ために加熱されて水分が散逸しない

ように、ラッピングをする。なお、

マイクロ波はプラスチックやセラ

ミックス空気などを透過するが、金

属は反射する。

電子レンジの仕組み



水圏に達した太陽放射のうち赤外線は、深さ1m以内で82%が吸
収される。可視光線は深さ1mまで約50%が、10mまで90%が吸収
され、100mまでほぼ99%が吸収されてしまう。赤の光は4mまで
99%が吸収されるため、深さが10m以深では青と緑しか見えない
ことになる。一番深くまで届く青の光も254mまで99%が吸収され
てしまう。

海水中における光の吸収
 

光の色 波長(nm) 吸収率% (水深 1m) 99%吸収の水深(m) 

赤外線 800 82.0 3 

赤 725 71.0 4 

榿 600 16.7 25 

黄 575 8.70 51 

緑 525 4.00 113 

青 475 1.80 254 

紫 400 4.20 107 

紫外線 310 14.0 31 

 



地球から宇宙空聞に放射されているすべての電磁波を地球放射と
いう。地球放射の大部分が赤外線であるために、大気中の温室効果
ガスによく吸収され大気を温める。ただし波長が8～13μmの領域の
赤外線は吸収されずに宇宙空間に逃げ、大気を冷やしている。この
部分を地球放射の窓と呼んでいる。

電磁波の種類と波長

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



太陽の表面温度と地球の表面温度の測定

恒星の表面温度TKとその放射エネルギーの極大値の光の

波長lmの間には、 lmTK=b (b=2.898×10-3 mK)というウィー

ンの変位則が成り立っている。太陽放射のエネルギーの極

大値は波長0.48mmに相当するので、ウィーンの変位則か

ら太陽表面の温度は約6000Kと推定されている。一方、地

球放射のエネルギーの極大値は10mm前後にあるので、地

球表面の温度は288Kとなっている。


