
第4回 水と二酸化炭素の循環

水と二酸化炭素は、地球表層の大気圏-水圏-岩石圏を循

環しており、長い地質時代を通して増減を繰り返してきた。

水は水蒸気・水・氷の三相に形を変え、あるいは岩石や粘

土の中に固定されたり放出されたりして、その量を変化さ

せている。ここに、以下の問題を明らかにする：

•水はその相を変化させながら、循環している仕組み

•空の雲は雲で居続ける時間

•海に流れ込んだ水は海に居続ける期間

•二酸化炭素は大気・海洋・固体の間で形を変えながら、

その循環している仕組み

参考書：「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



二酸化炭素も動植物の体や石灰岩・土壌などとして固

定されたり、海洋水の中に溶け込んだりして、その量を

変化させてきた。さらに陸上火山や中央海嶺の火山活動

を通して、二酸化炭素は大気中に放出され続けてきた。

恐竜が生息していた1億年ほど前には中央海嶺の活動が活

発で、大気中の二酸化炭素が増大し地球は温暖であった。

もし恐竜が生きていた時代から現在まで、火山から放出

された二酸化炭素が大気中に蓄積され続けていたら、現

在の地球はもっと高温状態になっていた。実際に地球は

5000万年前以降寒冷化の一途をたどり、90万年前以降は

氷河期と間氷期が繰り返すようになった。氷河期には大

気中の二酸化炭素は0.018%にまで減少した。大気中の二

酸化炭素の濃度は、地質学的な時間スケールでの地球の

温暖化や寒冷化と密接に関連してる。



地球水の分布および平均滞留時間

水は地球の全質量の0.5%を占めている。そのうち地球
表層には、総計137万㎞3の水があると試算されている。
大気中には全河川の水の10倍の水が貯蔵されている！

 
分布形態 水の量(1018cm3) 水の総量に対する百分率% 平均滞留時間 
淡水湖 125 0,009 10年 

塩水湖・内陸海 104 0.008  
河川水 1.1 0.0001 2週問 

宙水・土壌中の水分 66.6 0.005  
地下水 8400 0.62  

氷床・氷河・万年雪 29,000 2.15 1.5万年 
大気 12.9 0.001 10日 
海洋 1,319,800 97.2 3750年 

 

 



水の循環

地球全体の年平均降水量:約1000mm(陸上で741mm、海上

で1135mm) ；日平均降水量: 2.74mm/日

地球全体で1日で降る雨の総量: 日平均降水量に地球の表

面 積(5.1×108km2)をかけて求めることができる。

大気中に蓄えられている総水蒸気量： 12.9×1018cm3、約

10 日間の降水に相当する。

つまり大気中の水蒸気は、平均すると10日に1回の割合

で 降水と蒸発を繰り返している。水が水蒸気として大気

中 に存続する時間を、大気中の水の滞留時間という。



自然水の陸地と海洋における循環
(「最新図表地学」浜島書店、2002)



海洋からは蒸散によって年間3.6×105km3の水が大気

に戻っている。海水の総量は13.5×108km3であるから、

河川の流入と降雨を考えずに蒸発だけを考えると、

3750年で海水は干上がってしまう。この時間を海洋の

水の平均滞留時間という。海水は統計的に見ると3750
年に1回、蒸発と降水の過程を経て入れ替わっている

ことを意味している。海洋の平均水深は3795mである

から、年問1mずつ干上がっていく勘定になる。その一

方で年間1mの降水があるので海水の総量はほぼ一定に

保たれている。



二酸化炭素の循環と温度調節機構

惑星表層の温度の決定には、温室効果ガスである二酸
化炭素の量が大きな役割を果たしている。二酸化炭素は大
気、海洋、堆積物(炭酸塩岩)、土壌、生物の間に、形を変
えて循環している。

地球大気中の二酸化炭素の量は決して一定ではなく、長
い地質時代の間では変動し、二酸化炭素が多かった時代に
は暖かく、少なかった時代には寒くなる。

変動するといっても、金星や火星のようになるわけでは
なく、温度を一定に保とうとする自然の調節機構が働き、
温度が暴走することはなかった。その温度調節機構を理解
するのに二酸化炭素の循環のメカニズムを理解する必要が
ある。



地球表層の5つの二酸化炭素の貯蔵庫

1. 堆積物: 炭酸塩あるいは炭酸塩岩として2000万 Gt・
数百万年かけて循環するので、短期の循環には影響
しない。

2. 海洋水: 海水中に溶け込んだHCO3
-
やCO3

2 -
などのイ

オンの形で3.9万 Gt。このうち98%は深海にあるので、
数十年オーダーでの大気との交換には影響しない。

3. 化石燃料: 石油・石炭の形で1.2万 Gt。

4. 陸上生物圏: 2190 Gt。森林が炭素の固定に一番大き
な働きをしている。毎年大気との間で60 Gtやりとり
している。

5. 大気: 750 Gt。



産業革命前までの大気の二酸化炭素は600 Gtであったが、

その後250年聞の化石燃料の燃焼により150 Gt増加し、毎

年大気中には5.5±0.55 Gtの炭素が放出されている。また

森林の破壊により、年間1.1±1.1 Gtの炭素が放出されてい

る。したがって、大気中には毎年6.6±1.6 Gtの炭素が放出

されている。このうち3.2±0.2 Gtが大気中に残留し、温室

効果によって温度を上昇させている。また2.0±0.8 Gtは海

に吸収されている。

(1994年の統計データ：誤差はかなり大きい)



地球全体での炭素の循環。イタリック数字は人間活動による
移動量。[ ]は自然による移動量。(IPCC, 1994)

化石燃料
を燃やす

森林破壊

250年前280ppm

(2019)415

2017年CIA統計データ：37.55!!!



大気中の二酸化炭素の経年変化

産業革命以前、大気中の二酸化炭素は280ppmだったが、
現在では415ppm (2019)以上になっている。過去250年あまり
の間に135ppm増加している。しかし、この間に上昇した温
度はわずか0.8℃であった。



地球全体で平均した地上気温の変化。100年につき約0.6℃
の割合で温暖化している。棒グラフは年平均値と1961～
1990年の平均値の差。曲線は平均値の5年移動平均。

(『気象ガイドブック』気象庁、2002) 



南極氷床の中に含まれる気泡の研究により、過去16万年

間に大気中の二酸化炭素濃度は増減を繰り返し、80ppmの

増減に伴い温度は10℃増減したことが知られている。もし

過去の例に従うと、産業革命以降の二酸化炭素濃度の上昇

により10℃の温度上昇するが、実際には0.8℃程度しか変化

していない。この違いの原因は、二酸化炭素濃度の上昇に

かかった時間の違いによるものかもしれない。すなわち地

球のシステムでは、二酸化炭素は1万年オーダーの長い時間

で増減し、それに対して温度もゆっくり上昇・下降する。

しかし、人間活動によって自然のリズムより速い速度で二

酸化炭素が増加したために、温度調節機構が充分働いてい

ない可能性がある。



南極ボストーク基地の氷床コアの分析から得られた過去17.5万
年の気温と二酸化炭素濃度の変化 (Bamola et al, 1987)



火山活動の影響

以上の議論には、火山や温泉から大気中に放出される二

酸化炭素は含まれていない。実際には毎年1.5億トンの二酸

化炭素が火山活動によって、大気中に供給されている。供

給された二酸化炭素は光合成により植物に固定される、ま

た雨水に溶け込んだ二酸化炭素は炭酸あるいは重炭酸イオ

ンとなり、石灰岩を溶解する。海洋の水にもそのpHに応

じて二酸化炭素は溶け込み・炭酸・重炭酸イオンとなって

いる。大気中の二酸化炭素の総量は6000億トンと推定され

ているので、もし地球上のすべての火山活動が停止したら、

二酸化炭素は4000年で消費されつくしてしまう。



二酸化炭素の循環と火山活動、風化・堆積作用との関係
CaSiO3はカルシウム珪酸塩で珪灰石と呼ばれている。

(Broecker, 1985. 平朝彦『地球のダイナミックス』岩波書店、2001を改作)

二酸化炭素は数千万年
から数億年単位で循環
している！



固体地球と大気・海洋を循環二酸化炭素

大陸は長い年月をかけて風化・浸食されており、岩石を構
成している鉱物は化学的風化作用により分解され金属原子は
水に溶け込み、イオンとなって海に運ばれる。かこう岩や玄
武岩に多く含まれる鉱物である斜長石には、ナトリウムやカ
ルシウムがたくさん含まれている。水に溶け込んだカルシウ
ムイオンは海に運ばれ、生物活動を通して炭酸イオンと結合
して再び炭酸塩を形成する。炭酸塩でできた生物の骨格や殻
はサンゴ礁などとして浅海に堆積する一方、海洋底に降り積
もって堆積岩となっている。一般に深海底はこうして形成さ
れた厚さ800m以上の地層におおわれている。深海底に堆積し
た炭酸塩岩はプレート運動により大陸縁辺の海溝に運ばれ、
大陸下に沈み込んでいく。沈み込みの進行に伴い、温度と圧
力が上昇すると深海底堆積物中の炭酸塩は、周囲の珪酸塩鉱
物と反応し二酸化炭素を分離する。そして再び二酸化炭素は
火山ガスとなって大気中に散逸する。



地球の温暖化の自然防止のメカニズム

自然界には、火山活動によって大気と海洋に加わる二酸
化炭素の量と、生物によって有機物あるいは炭酸塩岩とし
て固定される二酸化炭素の量を等しくすることによって、
大気温度を一定に保とうとする働きがある。

地球が温暖化する:二酸化炭素の量が増えて温室効果のた
めに温暖化が起こると、大気中の飽和水蒸気量が増し、湿
度が上昇し降雨量が増える。その結果、土壌中の二酸化炭
素濃度が増え、化学的風化作用が盛んになり、陸地から解
け出すカルシウムの量が増大する。したがって、二酸化炭
素が増加したぶんカルシウムイオンの溶脱も増え、方解石
として沈殿することにより、増加した二酸化炭素は除去さ
れる。（ただし、このプロセスは地質学的な時間の中で起
こるので、急激な二酸化炭素の増大に対しすぐにこのメカ
ニズムが働くとは限らない）



地球が寒冷化する:大気中の二酸化炭素は海水への溶

解度が減少し、海水の蒸発量は減少する。そのために大

気中の二酸化炭素濃度は上昇する。一方プレートの運動

速度が変化しない限り、火山からは一定の量の二酸化炭

素が排出され、大気中の二酸化炭素濃度は増大する。そ

の結果、温室効果ガスの増大により温暖化に向かう。こ

のように、光合成植物と生物による炭酸塩岩の生成およ

びプレート運動により、地球は極端な温暖化や寒冷化に

至らず、生物が活動できる範囲の温度に保たれてきた。



地中海が干上がった！

地中海（黒海を含む）は日本海の約3倍、297万㎡の面積を

もち、その平均深度は約1500mである。外洋とは長さ約50㎞、

幅14㎞、深度286mのジブラルタル海峡でつながっている。

地中海地域は乾燥気候下にあるため、河川による流入量より

蒸発量の方が多く、その結果毎年約3300km3の海水が失われ、

地中海の海面は年間約lm低下している。それを補うため大西

洋から海水が流入し、地中海の海水位は保たれている。もし、

ジブラルタル海峡が閉じてしまうと、地中海の大部分は約

2000年の間に干上がってしまい、塩湖が点在する砂漠になっ

てしまうものと考えられる。ところが今から500～600万年前、

地中海は本当に干上がってしまった。



DSDP Limited report XIII, 1973

地中海の海底地形と深海掘削地点



地中海とその周辺陸域の500～600万年前の蒸発岩層の分布

DSDP Limited report XIII, 1973

1970年、西地中海のバルセロナ沖合水深約3000mの深海底を
掘削したところ、M層と呼ばれていた地層から硬石膏
(CaSO4)とストロマトライトが発見された。その堆積物の年
代は500～600万年前のメッシニアンと呼ばれている時代で
あった。メッシニアンはシチリア島のメッシナ市に由来する。



この2つの堆積物は乾燥気候下の潮間帯のような環境で形成

される。それはすなわち、かつて地中海が干上がり、その底

に石膏やストロマトライトが堆積したか、あるいはそれらが

堆積したあと地中海の海底が3000m沈降したか、そのどちら

かの可能性を示していた。イタリアではその時代は岩塩が形

成された時期として広く認められていた。そしてその岩塩や

石膏を含む蒸発岩層は、地中海沿岸諸国にも分布していた。

また地中海の深海底にM層は広く分布していたが、陸上の

メッシニアン期の蒸発岩層との間に落差3000mの大断層があ

るわけでもなかった。一方、このメッシニアン期を境に多く

の生物が絶滅しており、中新世と鮮新世の境界となっていた。

これらの事実は、約500～600万年前に地中海は完全に干上

がったことを示している。



結論: つまり地殻変動と約550万年前の世界的海水準の低

下により、ジブラルタル海峡が閉じてしまい、地中海は塩

性砂漠と湖の集合体になった。その結果、地中海に生息し

ていたほとんどの海生生物が死滅してしまった。そして約

500万年前、再び大西洋の水が地中海に流れ込み、大西洋に

起源をもつ生物が住むようになった。

この地中海が干上がった説は、大陸移動説と同様、最初

は受け入れられなかった。しかし、その後の深海掘削によ

り、M層をなす厚い蒸発岩層が地中海各地で確認され、そ

の下には深海堆積物が分布していることが判明した。蒸発

岩層の厚さは1000～3000mに達する。これは何度も海水が

流入していたり、海峡が閉じて乾固したりするプロセスが

繰り返されたことを示している。



(a)

(b)

蒸発岩層は、海水が蒸発するときと同
様に、溶解度の低いものから順番に積み
重なっていた。つまり最下部から石灰岩
→石膏→岩塩→マグネシウム塩や塩化カ
リウムからなるにがり塩である。

(a)海水が蒸発してできた蒸発岩層 (b) 蒸発岩の形成に伴う海水比重の変化

(Scoffin, 1987; Scruton, 1953)



(a)

(b)

蒸発岩層は世界中の大陸の地層に見られ、
大陸衝突によって大陸間にあった海が閉じる
とき、および大陸が分裂を開始し、海水が割
れ目に流入し始める時期に形成されやすいこ
とがわかっている(例えば：アメリカ大陸と
アフリカが分裂し始めた頃や現在のジブチ)

(Evans,1978;水谷伸治郎『地球科学9地質
構造の形成』岩波書店, 1979より転載)

(a)メキシコ湾からミシシッピー河下流域の地

下に広がる岩塩層と岩塩ドーム. (King, 1977)
(b)大西洋誕生時に形成された蒸発岩層の分布. 


