
第５回 地球表層(地殻)の構成と組成

地球の平均密度は、5.52g/cm3である。地球表層の地殻をつ

くる花崗岩の密度は2.67g/cm3、玄武岩の密度は2.80g/cm3で

あり、ともに地球の平均密度の半分ほどしかない。石、砂粒

の平均密度は、3.0g/cm3以下である。この事実は、地球内部

が地球表層の岩石よりずっと重い物質でできていることを示

唆している。地震波の解析から、地球は内核・外核、マント

ル、地殻に四分され、軽い物質ほど上部に濃集した階層構造

を成していることがわかっている。

地殻の75%(重量)は珪素と酸素で構成されている。珪素と

酸素という2つの元素からなる鉱物は石英(水晶)であるが、そ

の石英の成分が地殻の75%を占めている。その内47%近くが

酸素の重量である。
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地殻は体積で94%が酸素原子から構成されている。こ

の酸素と珪素がつくる構造の中に様々な元素がはいって、

様々な鉱物がつくられている。その鉱物の集合体が岩石

である。

地殻の構成や化学組成、鉱物の化学組成と結晶構造な

ど、鉱物のミクロな結晶構造の知識は、土壌の形成過程

や土木・建設工事の基礎としての岩石や粘土の理解に欠

かせない。また岩石が溶融したマグマが噴出する火山活

動や、岩石の破壊現象である地震を理解するための基礎

でもある。

ここで、地殻を中心に、地球の構成と構造をマクロと

ミクロな視点から説明する。



(a) 地球の質量と平均密度

太陽系の全質量の99.9%は、地球の約33万倍の質量をもつ

太陽によって占められているが、太陽の密度は1.41g/cm3、

地球の約1/4しかない。惑星や衛星の質量は揮発成分の存在

量を決定する。地球の質量は約6.0×1027g、平均密度は

5.52g/cm3である。

地球の質量は地球の重力加速度と半径より、万有引力の法

則から求めることができる。地球上の1kgの物体には9.8Nの

力が働いている。地球表層の岩石の密度は2.5～3g/cm3であ

る。地球の平均密度の半分程度しかない。この違いには2つ
の原因が考えられる。1つは地球内部が高圧のため圧縮され、

高密度の物質に相転移している。もう1つは地球内部が地殻

の岩石の化学組成と違う重い物質で構成されている。



(b) 重力と引力

地球上の引力と重力の値はほぼ等しいとして地球の質

量を求めた。しかし地球が自転しているため、実際には

引力と遠心力の合力が重力となる。遠心力は緯度によっ

て異なり、赤道上で最大となり、質量1kgの物体が受けて

いる遠心力は約0.034Nである。赤道上の遠心力は引力の

値の1/289の小さな値であるが、それによって地球の赤道

半径は極半径より21.3km長くなっている。

地球の半径が緯度によって異なるため、重力の値も緯

度によって異なり、赤道では9.78m/s2、極では9.83m/s2と

変化する。また地下に高密度な物質がある場合には重力

の値は相対的に大きくなり、軽い物質があると相対的に

小さくなる。



地球上の重力値の変化 

緯度(°) 標準重力値
(m/s2〉 

高さ(㎞) 標準重力値
(m/s2) 

90 9.83219 35 9.673 

80 9.83062 30 9.688 

70 9.8261Q 25 9.703 

60 9.81918 20 9.719 

50 9.81070 15 9.734 

40 9.80169 10 9.749 

30 9.79325 5 9.765 

20 9.78637 0 9.780 

10 9.78188   

0 9.78033   

 



自転している地球とその上の物体に働く重力

(万有引力と遠心力の合力を重力と呼ぶ。遠心力fはf=mrω2cosφで表され(m:
物体の質量; r: 地球の半径; ω: 自転の角速度; φ: 緯度)、赤道上で最大、極
で最小となる。赤道上の1kgの物体に働いている遠心力の大きさは、約
0.034Nであり、引力(約9.81N)の1/289である。) 
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地球内部の密度、体積弾性率、圧力の変化

(コラム「地球内部の物質と圧力」p.54を参照。Bullen,1936)



(c) 地震波の速度分布と成層構造

実際の観測によって求められた地震波速度の深さ方向の
速度分布を図1に示す。4つの深度で不連続が見られる。こ
の不連続面の存在は、地球内部が層構造をなしていること
を示し、物質の急激な相変化あるいは化学組成の変化があ
ることを示している。

深さ7～40kmの不連続面は、その発見者の名前をとって
モホロビチッチ不連続面(モホ面)と呼ばれている。これよ
り上の地殻では地震波のP波の速度が5～7km程度であるが、
その下のマントルでは約8kmになる。

P波速度はマントル最上部で8km/sの速度に達するが、深
さ70～200 km付近で再び7.8 km/s程度に減速する、この部
分を低速度層と呼んでいる(図2)。ここでは岩石が部分的に
数%程度融解している。マントルには深さ400kmと670km
に、圧力の増加に伴う相転移による不連続面が存在するこ
とが知られている。



低速度層より深いマントルでは、P波速度は深度とともに

増加し、最大約14km/sに達するが、深さ2900kmで急激に減

速し8km/sに戻る。また、この深度より以深ではS波が伝わら

なくなる。この不連続面をグーテンベルグ不連続面と呼び、

これ以深を核と呼ぶ。

マントルを構成する物質は超高圧実験に基づき、かんらん

岩とそれが相変化した岩石から構成されていると考えられて

いるが、マントル下部についてはまだ不明なことが多い。

深度5100km付近でP波速度はもう一度急激に増加する。こ

の不連続面を境に上部を外核、下部を内核と呼んでいる。核

は鉄やニッケルなどの金属でできていると考えられているが、

外核は液体、内核は固体と考えられている、その根拠になっ

ているのが、地震波のシャドーゾーンの存在である。



はグーテンベルグによるモデルを表す.

(『図説地球科学』岩波書店,1988による) 

図１地震波速度と地球の内部構造

(a)モホ不連続面; (b)地球の内部構造; (c)地震波速度分布. 
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図２ 地球表層の構成

大陸地殻は花崗岩質の上部と玄武岩質(はんれい岩質)の下部に二分
される、地殻とマントル最上部の厚さ80～120kmはプレート(リソウス
フェア)と呼ばれており、その下には部分的に岩石が融解した低速度層
(アセノスフェアー)が分布している。
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地震波観測による地球内部の推定

(a) P波は地球内部を貫通し、地震発生の約22分後には地球の反対の地点に
到達する。S波は核とマントルの境界で屈折するため、震央距離103°～
143°の地域では観測されないシャドーゾーン

(b)日本で発生した地震波のシャドーゾーン。
(Holmes、19781上田・貝塚・兼平・小池・河野訳『一般地質学III』東京大学出版会、1984)

(a) (b) 



大地震が発生すると、地震波は核を通過して約22分後に

は20,000km離れた地球の反対側に到達する。ところが震央

から11,500kmから16,000km離れたドーナツ状の地帯には届

かない、震央距離103°～143°の地域では、地震が観測さ

れない。このような現象は地球上のどの地点で発生した地

震でも共通である。この地震波が到達しない地帯のことを

地震波の影、シャドーゾーンと呼んでいる。いったん観測

されなくなったP波は、143°より遠隔地では再び観測され

るようになるが、S波は観測されない。

これらの観測事実は、マントルと核の密度が異なるため、

その境界で波が屈折して起こったものである、また103°よ

り以遠ではS波が観測されないことは核が液体であること

を示している。ただし、5,100km以深ではP波速度が急増す

ることから、内核は固体であると考えられている。



隕石による地球内部構造の解明

地球内部の構造と構成は、地震波を使って間接的に調べら

れているが、この推定が正しいことを示す証拠は隕石である。

地球上に落ちてくる隕石は、火星と木星の間にあったもう1
つの惑星が他の天体の衝突によって破壊され、散らばったも

のと考えられている。隕石の組成は石質隕石と鉄と鉄質隕石

に二分され、これまでに発見された各々の割合は93%と6%
になっている。この割合は地球の地殻・マントルと核の体積

の割合、84%と16%に近似している。石質隕石は地殻とマン

トルに、鉄質隕石は核に相当し、石鉄質隕石は核とマントル

の境界の物質に対応しているものと思われる。石質隕石も鉄

質隕石も様々な方法で年代測定されているが、その年代値は

45～46億年前を示し、地球の年齢と同じである。



地球上に落下した隕石の種類。

隕石の種類はコンド
リュールと呼ばれる丸い
粒子をもつ石質隕石(コン
ドライト)とコンドリュー
ルをもたない石質隕石(エ
イコンドライト)、および
Fe-Ni合金からなる鉄隕石
に大別される。
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地殻の構成と化学組成

地球の表面積5.10×108km2の29.2%が陸で、70.8%が海で

占められている。陸の平均高度は840mであり、海の平均深

度は-3,795mである。地球表面の高度分布は二極化している。

0～1,000mが20.8%を占め、-4,000～-5,000mが23.4%を占めて

いる。金星や火星、そして月の高度分布は1つの高度帯に集

中する。これは地球の表層が性質の異なる2つの地殻から構

成されていることによるものと考えられる。



(a)大陸地殻と海洋地殻
大陸と海洋ではそれを構成する岩石の種類や厚さ、構造

や年齢などが著しく異なっている。それは以下の表のよう

にまとめられる。

大陸地殻の69%はクラトン(剛塊)と呼ばれる25億年より

古い岩石から構成された、現在は地殻変動のない安定した

地域である。クラトンの周辺にはそれより若い年代の様々

な造山帯からなる変動帯が取り巻いており、それは大陸地

殻の15%を占めている。また、アフリカ大地溝帯や北米の

ベースン&レーンジのように、地殻が引き延ばされ薄く

なっている地帯が10%、日本列島のような火山弧が6%を

占めている。大陸地殻の平均的な厚さは約40kmであるが、

ヒマラヤやアルプスのような大陸が衝突してできた造山帯

では、地殻の厚さは2倍近くに達する。



造山帯と海洋底の年代分布

「科学」第68巻第10号丸山茂徳、岩波書店、1998



大陸地殻上部は主に花崗岩質(SiO2約70%)の岩石で構成さ

れているが、海洋地殻は主に玄武岩質(SiO2約50%)の岩石か

ら構成されている。日本列島のように海洋と大陸の境界に位

置する島弧(弧状列島)は、花崗岩と玄武岩の中間的な組成を

もつ安山岩質(SiO2約60%)の岩石からなっている。大陸地殻

を構成する岩石は、実際には様々な年齢と種類の岩石から構

成されている。

一方、海洋地殻は驚くほど均一な岩石組み合わせから構成

されている。すなわち第1層と呼ばれる最上部は、海洋生物

の遺骸を中心とした厚さ数百メートルの遠洋性堆積物であり、

その下の第2層は枕状溶岩とそれを供給した平行岩脈群から

なる。第3層は層状はんれい岩からなり、その下に層状かん

らん岩を伴うことがある。このような岩石組み合わせと積み

重なりの順序は、世界中どこの海洋底でも同じである。



中央海嶺における海洋地殻の形成モデル

(Gass、1982)



海洋地殻第2・3層は中央海嶺で生産され、第1層はそ

の後の海洋底拡大過程で堆積したものである。なお風化

浸食作用に常時さらされている大陸上では堆積速度が速

く、1,000年に100～1,000mmの堆積速度である。しかし

海洋底では陸源の砕屑粒子の供給は非常に限られ、風化

浸食作用もないため堆積速度は遅く、1,000年に1～数ミ

リメートル程度である。したがって海洋底の堆積物1m
には、過去100万～数十万年の記録が残されていること

になる。



(b)岩石・鉱物・ガラス
地殻を構成している岩石の基本粒子が鉱物である。花崗岩は石英、

長石、雲母という3つの鉱物の集合体である。各鉱物の量比や粒度は

不均一で、含まれる副成分鉱物や化学組成は似ているが一定ではない。

鉱物は均一な内部構造をもつ天然の無機物である。石英の化学組成

は地球上どこでもSiO2であり、同じ物理的性質(硬度、壁開、密度な

ど)をもつ。鉱物は原子が規則正しく配列した結晶から構成されてい

る。結晶の構成原子は、ある一定の方向では一定の間隔と周期で規則

正しく並んでいる。その結果、同じ結晶構造をもつ鉱物は、同じ結晶

形態や壁開をもっている。

ガラスは非結晶であり、原子の配列に規則性がない。岩石や鉱物を

融解して急冷すると、天然ガラス(たとえば黒曜石やガラス質火山灰)
になる。したがって、花崗岩を融解して急冷すると花崗岩質ガラス、

玄武岩を融解・急冷すると玄武岩質ガラスとなる。

鉱石とはある特定の元素や鉱物が濃集し、それを抽出しても採算が

とれる価値をもった岩石をいう。例えば、AlやFeの最低濃度は約30%
である。



鉱物(結晶)とガラス(非結晶)の構造の違い

クリストバライトと石英ガラスの化学組成は同じだが、石英ガラスをつくる
原子は規則正しく配列していない
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多形(同質異像)の関係にあるダイァ
モンドと石墨

(a)ダイアモンドは炭素原子のつくる四面体が積
み重なった密な結晶構造をなし、密度が高い。

(b)石墨(グラファイト)は六角形の網状シートが
平行に重なった層状構造をなし、密度は低い。

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003

鉱物は温度や圧力などの
物理的条件によって結晶構
造を変化させ、別の鉱物に
変化する。

石墨(密度2.29/cm3)の化学
組成は炭素Cであり、柔ら

かく、真っ黒な色をしてい
る。しかし温度1000℃、圧
力が4万気圧以上の高圧下で

は硬く、透明なダイアモン
ド(密度3.59/cm3)になる。

このように化学組成が同
じでも結晶構造が異なるも
のを多形(同質異像)の関係に
あるという。

(a) (b)



(c)地殻の化学組成と鉱物組成

地殻を構成する岩石の割合は、玄武岩質の岩石が42.9%、花崗

岩質の岩石が10.4%、両者の中間的な安山岩質の岩石が11.2%、

変成岩と堆積岩が35.3%を占めている。

鉱物の割合は、斜長石39%、正長石12%、石英12%、輝石11%、

角閃石5%、雲母5%、粘土鉱物5%、その他の鉱物11%となって

おり、地殻の半分が長石でできている。

地殻の約99%は以下の表に示した8つの元素から構成されてい

る。その中でも酸素と珪素の占める割合が圧倒的に多く、重量%
で74.32%、体積%で94.63%を占める。つまり石英の成分SiO2が

地殻の大部分を構成している。また酸素と珪素の体積%は、各々

93.77%と0.86%になっており、地殻の大部分は酸素原子で占めら

れている。これは酸素のイオン半径(1.40Å)が珪素のイオン半径

(0.42Å)の3倍以上であることに由来する。



地殻を構成する主な岩石、鉱物、元素の量比
「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003

 

 重量% 原子% 
イオン半
径(Å) 

体積% 

O 46.60 62.55 1.40 93.77 

Si 27.72 21.22 0.42 0.86 

AI 8.13 6.47 0.51 0.47 

Fe 5.00 1.92 0.74 0.43 

Mg 2.09 1.84 0.66 0.29 

Ca 3.63 1.94 0.99 1.03 

Na 2.83 2.64 0.97 1.32 

K 2.59 1.42 1.33 1.83 

計 98.59 100.00  100.00 

 

地殻を構成する主な元素
の組成 (Mason, 1966)



地殻を構成する主な造岩鉱物の結晶構造(珪酸塩鉱物)
SiO4四面体の酸素原子の共有の仕方によって、6つのグループにわけられる

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



火成岩の分類-化学組成と冷却速度

火成岩は冷却速度の違いによって火山岩と深成岩に二分

される、火山岩は地上あるいは地下浅い所で急速に冷却し

た岩石であり、噴出前に結晶化していた斑晶と急冷してで

きたガラス質基質からなる。一方、深成岩は地下深くで

ゆっくり冷却されて結晶化した粗粒の鉱物の集合体からな

る。同じ化学組成のマグマであっても、冷却速度の違いに

より異なる組織をもった火成岩となる。たとえば海洋地殻

をつくる玄武岩は、ゆっくり冷却すると輝石、かんらん石、

斜長石からなる完晶質のはんれい岩になる。一方、大陸地

殻をつくる花崗岩質のマグマが地上に噴出すると流紋岩と

なる。玄武岩と流紋岩の中間的な組成をもつ安山岩が地下

深所でゆっくり固結すると閃緑岩となる。



火成岩の分類と鉱物点化学組成



地球内部の物質と圧力

地球深部で圧力が増加すると、物質の結晶構造が変化し
(相転移)、それに伴い密度と地震波速度が増加する。マン
トルは地球の全体積の82.6%を占め、その結晶構造の変化
は、マントルの対流運動やプレート運動の起源を理解する
のに重要である。

超高圧実験装置を使った研究により、マントル上部では
2つの深度で相転移が起こっていることが明らかにされた。
約400kmにおけるカンラン石〔(Mg, Si)2SiO4〕のスピネル
構造への転移と約670kmにおけるスピネル構造からペロブ
スカイト構造への相転移である。後者は上部マントルと下
部マントルの境界となっている。上部マントルでは、Si原
子1個に対しO原子が4個の4面体構造が基本になっている
が(4配位)、下部マントルではSi原子1個に対しO原子が6個
結びついた(6配位)、より密なパッキングのペロブスカイ
ト構造からできている。



岩石の構成、地震波速度、
力学的性質による核･マン

トルの区分

(川勝均編『地球ダイナミクスとトモ
グラフィー』朝倉書店,2002) 

カンラン石のスピネル構造から
ペロブスカイト構造への相転移



1. 地球に生命が存在できる鍵を述べなさい。 また、地球と金

星、火星の環境の違いを挙げ、その原因を述べなさい。

2. 温室効果ガスと地球表層の温度の関係を述べなさい。
3. 地球表層の二酸化炭素の循環の仕組みを述べなさい。
4. 地球内部構造の解明に役に立つ手法を述べると同時に、
なぜ地球の外核が液体であるかについて説明しなさい。

5. 太陽放射と地球放射の特徴を述べなさい。
6. 地球の温暖化の自然防止のメカニズムを述べなさい。

レポート１


