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訳者まえがき

　本書のなかにも記されているように，人類は他の生物に勝る大脳機能を利用して自然のなかで習得し

た生活の知恵を技術として発展させ，そして科学を生み出した。さらに科学と技術とは完全に融合し，

いわゆるハイテクを作りあげ，いまや無機世界と脊機世界とを問わず，また人類を含めてハイテクの嵐

が吹き荒れている。これは科学技術進歩一生活向上触手という人間社会の規範の結果であろう。

　しかし，人聞存在のその瞬間から人類は周辺環境（無機・有機を含めて）から生きるためにエネルギ

ーと物質とを摂取・利用して生きている。それゆえ，旧石器時代の前から大小様々なインパクトを周辺

環境と生物群に与え続けてきた。その結果が現在の地球上に見られる生物圏の姿である。我々のもつ科

学の目と手は何十億光年の彼：方から原子の内部へまでもとどき，それらの生々流転の姿さえもかなり正

確に予測できるようになった。また地球誕生後10億年位から現在までの地球と生物圏の歴史をも，壮大

な生物の集団絶滅を含めてひもどきうるようになった。

　しかしながら，このような優れた科学技術の駆使は一方ではかけがえのない地球上の生物圏の破壊一

生態的破局を招来させる危険性をはらんでいる。その顕われが不気味に増加し続ける大気中の二酸化炭

素濃度であるし，不爾意な核の事故や全面的な核戦争の脅威である。これらは科学技術のハイテク化や

社会の電子情報化を背景として，実体感を稀薄化させながらあらゆる面で我々をソフトに包みこもうと

しているように思われる。

　著者M．工．Budykoは気象・気候学者として約45年前から研究生活に入り，“地表瀬の熱収支”（19

56）においてその地位を確固不動のものにした。その後も精力的に研究を展開し，簡易気候理論による

地球の気候状態の予測などで大きく世界に貢献した。また，気象・気候の分野から生態学の分野へも関

心を広げ，時間軸をさかのぼって古生物学的現象と気候変化との関係についても研究を次々と発表して

いる。これらの成果は黙気候と生命”（1971），“気候の変化”（1974），職地球生態学”（1977），

黙気候一その過去と未来”（1980）にとりまとめられている。

　本書をB認ykoに書かせた大きなモーティブフォースは人類をふくむ全生物を育てた地球のかけがえ

のなさを広く訴えることでなかったかと思う。我々をとり囲む科学技術がすべてハイテク化の一途をた

どる現在，技術進歩の自然生態的インパクトは肥大強化される一方である。しかし，科学技術進歩昌生

活向上コ善の規範にどっぶりと浸っている現代人は，それのもつ地球的村営を忘れるというより避けて

通ろうとしている気配さえうかがわれる。このような時，本書は正に警世の書といえよう。それゆえ，

本書は現在までの地理，気候，または生物の書物とかなり違った骨組と内容を持っているように思われる。

　科学技術の発展による地球上の生物圏の危機を説明する一方，Budykoは科学技術の～層の発展によ

って地球上の全プロセスを完全にコントロール下においた人聞圏の創造の可能性を指摘している。この

両者をどのようにすれば矛盾なく整合的に経過的に発展させられるかについては触れていない。しかし，

著者の生まれ育ったゴメスの町はチェルノブイリから約30k田で，，今回の事故によって大きな危機に見舞

われたと予想されるが，現時点で本書があまれるならば若干違った見解が述べられたかも知れない。

　本書を訳出するにあたって，原著を御出送頂いた簸．1．Budyko教授の御厚意に厚く感謝する。なお

上にあげたB認yko博士の各著書は訳出・刊行されている。

　地表面の熱収支（内嶋訳，1959），河川水温調査会

　気候と生命（内勤・岩切訳，1973），東京大学出版会

　気候の変化（内勤・岩切訳，1976），日本イリゲーションクラブ

　気候と環境（内嶋訳，1983），古今書院

　　　1987年5月14日

　　　　　　　　　　　　　　　久方振りの雨に緑増す護国寺の森を望みながら大塚にて記す　訳者

一1一



著者まえがき

最近・生物圏の全成分への燗濁の作用力淀常的に増大し続けているなかで，朱来の生物圏の聴

に大きな関心が集まっている。人類のために不都合な周辺環境の変化を取除く技術発展を合理的に計画

するには，現在まで十分には研究されていない生物圏の進化の一般法則を知らなければならない。

　長年にわたって，著者は生物圏内におけるエネルギーおよびいろいろな物質の循環の研究にたずさわ

ってきた。これらの研究の結桑は，〈気候と生命〉（ig71）およびく地球生態学》（1977）を含めて多

くの刊行物のなかに説明されている。それらの書物には，生物圏の進化に関するいくつかの結論が示さ

れている。

　この方向に沿ってのその後の研究において，地質時代ならびに現代における生物圏の変化を研究する

ことが，また未来における生物圏の予想される変化を評価することが可能になってきた。これらの研究

の諸成果が本書のなかに説明されている。

　著者は本書のなかで，生物圏の進化に対するエネルギーと物質の交換過程の影響を解明するために，

エネルギーと物質の交換の地球的な過程および臣大規模の過程の研究に主として麗心を向けたことを指

摘しておこう。このようなアプローチの他にも，生物圏の進化の法則性を研究するには有効な方法があ

るのは明らかである。

著者は，本書の原稿を読んで，貴重な意見を寄せて頂いた方々，とくにL．P．　Tat＆rinovとA．　A．

Yatse眺。－Kh　e！evskyに厚く感謝する。

レニングラード，　｝983
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序 を…心

員閥

生物圏の研究
　く生物圏》という術語は，フランスの生物学者LamarekとオーストリアのSuessが19世紀にすでに

用いていたが，生物圏の研究は20世紀に入ってVemadsky（1863－1945）の報告の影響を受けて多く

の関心を惹くようになった。彼の研究成果は1926年に発行されたモノグラフ〈生物圏〉を含めて彼の研

究シリーズのなかに発表されている。このモノグラフは2部，すなわち《宇宙内の生物圏〉とく生命界〉

とからなっている。そして，生物の占めている空間の特出および生物周辺環境の無偏における生物の活

・動の極度の大切さに関する考察を，現在の科学報告とは若干ちがったスタイルで述べている。

　Vernadskyのこの報告およびその後の報告で，地球を研究する科学のなかで現在重要な位置を占めて

いる生物圏に関する科学の基礎が築かれた。生物圏の科学についてはいくつか違った名称も提示されて

いる。その一つとして地球生態学がある。これは地球生態系（内容的にはく生物圏》に近い概念である）

を研究する学問領域である。

　Bernadskyの最も偉大な先駆者として彼の揚坐礁の1人一科学的土壌学の創始者V。　V．　Do㎞chaev

（1846－1903）がいる。Dokuchaevは密々な自然地理帯で生物と周辺環境との相互作用を初めて研究

した。1898年から1900年にかけて発表されたDokuch　aevの報告シリーズおよび遅くなって小さな報告

集（Do㎞chaev，1948）の形で発表された報告で，土壌生成過程のいろいろ異なる自然地理帯のシステ

ムを研究した。Do㎞chaevは気候因子と自然的成帯磁との関係を明らかにし，各自然地理帯ごとに土壌，

植生，動物絹およびその他の生物圏成員を示す表を作成した。

　Dokuch　aevと違って，Be鵜adskyは成帯性ではなくて生物圏の研究のグローバルな面に主として興味

を持っていた。上に挙げたモノグラフのなかで彼はく藩老は生命の地質学的進化を記述し，我々の周辺

で生じている惑星的過程の特徴を明らかにすることを試みる》と記している。

　この書物のなかで，Bemad詠yは海洋上ならびに陸上のような地球の表面近くにある生命物質膜とい

う重要な概念を導入した。生物の筋斗帯は大気圏，水圏そして岩石圏上層のかなりの部分に広がってい

ることを指摘した上で，彼は生物のほとんど大部分は，大気下層・海洋上層・睦地土壌層といった比較

的に薄い層内に生面していることを明らかにした。そして，生物の生命活動のための化学エネルギーへ

の太陽工料ルギーの交換過程は主としてこの薄い層一意のなかで行われていることを指摘している。

　エネルギーおよび各種の物質の地球表面から大気圏・岩石圏・水圏内への伝達が生物の生命活動を通

じて行われることをBemadskyは指摘している。それゆえ，生物の澹動は地球表面の地球化学的進化に

とって重：要な要因である。

　Bernadskyは，その活動を通して生物圏を人間圏すなわち理知圏にかえている人類活動の影響に大

きな関心を払っている。

　生物圏の研究にとってBemadskyの報告のもつ意義は，周辺環境への入類の影響が急激に強化され

たために生態学的諸問題に多くの関心が集中してきた20世紀後半になってやっと理解されるようになっ

た。

　ここ10年間に，地球生態系一生物圏の研究にとって：重要な意義をもつ多くの研究が行われた。そのよ

うな研究として，Sukachevの仕事（1945，1964ほか）がある。彼は生物地理群集を研究した。術語く

生態系〉に内容的に近い生物地理群集の概念は，生物と周辺環境との間の絹互関係に関する現在の表現

を作成するのにとって重要な意義を持っていた。この方向に沿った研究としては，Lavrenk：o（1949，

1971ほか）の仕事がある。彼は椹物地理圏一植物生存圏の性質を研究した。同様に，各植生のバイオマ

スおよび生産力の詳細な資料を整えたBa幻leviehとRodin（1967ほか）の仕事がある。

　土壌学の分野でのDo㎞chaevの考えは，その他の成員と密接に関係している生物圏の要素として±壌
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層を研究したGerasimov（1945，1960ほか）によって一層展開された。土壌の生成過程およびそれと

外部要困との関係を研究したVo　lobuev（i953ほか）とKovdy（i973ほか）もこの問題を研究している。

　Grlgor’ev（圭966ほか）の報皆に，地理帯を形づくる自然過程間の絹互作用に関する多くの地図が示

されている。これらの研究で，気候図素一太陽放射と降水量一と自然地理帯との関係が明らかにされた。

ソ連邦上の生物圏の資源に関する情報が，Gerasimov（197のの編集したモノグラフのほかに初めて示

されている。この書物には生物圏への人類の影響の問題の解析も含まれている。

　地球生態学の問題の研究には，生物圏内での太陽エネルギーの変換ならびに地球の水収支に関する資

料が必要である。エネルギーバランスに関するデータは多くのモノグラフと地図のなかに含まれている。

なかでもく地球の熱収支地図》に収められている。陸地および海洋の水収支に関する詳細な資料がく盤

界の水収支と地球の水資源》（197のおよびL’vovich（1974ほか）の報告に示されている。地球生態学

の問題の研究にエネルギー収支と水収支：の資料を利用した書物もいくつか発表されている（Budyko，19

56，1971，1977；H．Odum，1971）。

　地球生態学の問趣の研究に必要な資料が生態学に関する多くの書物にも含まれている。そのようなもの

としてはロシア語に訳された冠．Odum（1971）とWhitt　akar（1975）のモノグラフがある。

　多くの研究者が生物圏の人為的変化の具体的問題に注意を払っている。Armand（ま966），Duvinge・

Tanghe（王967），Watt（1968），Commo鴫r（1971），Fedorov（1972），Izrael（1976）その他

多くの著者達のモノグラフのなかで，この問題が取扱われている。Izrae1（ユ974，1979　a）は現在非

常に重要な周辺環境状態の観察（モニタリング）の最適システムの問題を研究している。

　入質的な働きかけによって現在進行している生物圏の急激な変化が地質時代における生物圏の進化と銘

較されている（Budyko，1974，1980）。多くの報管で，生物の進化と生物圏の片生物要爾の変化との関

係が研究されている（Klrasilov，1977；Pearson，1978；K：amshilov，1979；Budyko，1982）。この方向

に沿って研究が展開すると，未来の生物圏の状態を評価するのに必要な生物圏の進化の法則姓をよりょ

く理解できるようになると考えることができる。

　SokolOv（1981）は生物圏の進化に関する基本的課題を研究しているが，そのなかで生物圏の歴史の

研究には生物学関係の科学と地球科学との広般な結合の必要なことを指摘している。

　最近，Bemadskyの設定した生物圏の人間圏への変化に関する問題に多くの関心が集まっている。こ

の問題に関する現在の考えがTansh始（1981）の報告に示されている。彼は現代における人間圏の形成

の問題に特別な意義を認めている。

生物圏の進化の問題
　生物圏の進化の問題には二つの側面がある。その第iは地球上での生命の起源から生物圏への人類活

動の影響が始まるまでの期間における生物圏の歴史である。第2の問題は人為的要因のそれへの影響が

増大し続けている時代における生物圏の研究である。

　地質時代における生物圏の変化に関する情報は，生物圏の主要成員の進琵を明らかにするには極めて

断片的である。古生物学の研究がうまく進んでいるので，植物相および動物相の連続的変化に関しては

多くの情報がえられている。しかし，生物の生棲環境の変化，とくに大気の変化に関する構報は非常に

少ない。それゆえ，生物圏の進化のメカニズムの理解にとって鍵的に重要な生物圏の生物学的要素と非生

物学的要素の変化の相互作用の問題の解決は極めて困難であった。

　やっと最近になって，生物圏の非生物的成分の発展に関する研究が進んだために，地質時代における

生物圏の進化の法則性を解明する具体的な可能性が生まれてきた。生物圏の歴史の理解にとって極めて

重要な進化法則の研究は，現代における生物圏の発展方向の解明ならびに未来における生物圏の予想さ

れる変化の評価にとっても必要である。

　現在，生物圏の進化に関連する自然的要因よりは，入為的要因が生物圏に対してしばしば大きな影響
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を与えているけれども，多くの場合において生物圏の人為的変化を評価するには，自然的進化の歩みの

なかでのぞバックグラウンド的変化を決定しなければならない。それと並んで，過去における生物圏の

自然的変化に関する資料は，生物圏の現在の変化を研究するモデルの実証と検討のためにも大変に重要

である。

　すでに上で指摘したように，周辺環境への人類活動の影響が大幡に増大した20世紀後半になって，生

物圏の人為的変化の問題に多くの関心が集まってきた。大気・陸水・海洋の汚染，自然糎生の壊滅，多

くの動物種の絶滅，土壌の破壊および人類の経済活動によるその他の結累のために，生態学的研究を広

般に進めなければならなくなった。これらの研究のほとんど大多数は局所的な生態学的問題，すなわち

地域生態系内での生物と外部環境との掘互関係を研究している。生物圏全体またはそのかなりの部分を

取扱う地球生態学の問題の砺究は，比較的に少ない硯究者が行っている。

　人類の経済活動が大規模な自然過程に影響を与え始めていることが明らかとなった最近になって，地

球生態学の問題への関心が増大してきている。地球上のかなりの部分の自然条件がすでに人為的作用に

よってかなり変化しているけれども，少し昔までは自然条件の変化は主として局所的な変化の集合であ

った。しかしながら，人類の経済活動が地球金体に広がるに伴って局所的な自然条件の変化は広大な面

積へと広がってきた。たとえば藁筆陸上の森林を切り払っても別の大陸の森林には影響は現われなかっ

た。また，韮河川にダムを建設しても，それと関係のない河川流量には影響は生じなかった。

　人類がグローバルな自然過程に作用し始めた時，全く違った状況が生じている。このような場合には，

ある地域の周辺下物へ働きかけると，作用地域から大平に離れた別の地域でも自然条件の変化が予想さ

れる。

　すでに前から，大規模な自然過程への人類の作用例がいくつか知られている。たとえば，中程度地帯

の翼々での渡り鳥の絶滅は，これらの鳥達がある特定季節にはそこの鳥の一員となる熱帯諸国の動物絹

を変化させた。同じような状況がいくつかの渡りをする海洋動物，魚類でもみられた。しかしながら，

これらの例は生物圏への影響の余り大きくない構成員の例である。

　最近，人類活動の影響によって大気および海洋の化学組成と物理状態が変化し始めてきたことが明ら

かになっている。それらの組成と状態が変化すると，生物圏の他の成分も人為的に変化する可能性が

ある。大気圏および大洋表層内では強い水平混合が存在するので，海洋とくに大気への入為的作用は，

これらの働きかけの行われた地域から遠く離れた所へ広がりうる。

　大気中の過程は生物を含めて生物圏の全成分へ著しく影響するので，大気一海洋システムの大規模な

変化は翼然生物学全体の変化を惹き起こす。そのような生物圏全体の変化は人間社会にとって不都合な

こともありうるし，また破局にもなりうる。

　大気および海洋内の大規模過程への人類の無秩序な働きかけは，最後にはグローバルな生態学的な危

機へ連なりうる。それゆえ，経済活動のいろいろなシナリオの下での以上のような大規模変化を定量的

に予測するために，生物圏の予想される大規模な人為的変化の研究が是非とも必要である。このような

予測は周辺環境へ破滅的影響をもたらさない技術的進歩の最適ルートを選択するにも必要である。

　この問題ならびにその他の生態学の問題を解決するには，多くの他の科学研究領域にはないような原

則的困難さを克服しなければならない。生物（人酔を含めて）と周辺環境との相互作男の研究には，生物

学・地理学・地球物理学・地質学・経済学・技術学などに関連する多くの科学研究者達の資料と方法を

利用しなければならない。

　各科学分野での情報量の著しい増加によってそれぞれの科学分野が多くの特別な領域に細分化してい

る現在，いま対象としている問題の解決のために各科学分野の螢料を総合化する可能性は極めて低い。

しかしながら，このような総合化なしには現在の生態学の一層の発展は考えられない。

　その構造が地域的および局所的な生態系に比較して非常に複雑な地球生態系（生物圏）への入為的要

因の影響を解明するには，上記のような総合化が特に大切である。
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　最近，生物圏の人為的変化を総合的に研究する多くの試みが行われた。この方向の仕事の一つは現代

の気候変化の研究である。これらの研究によって，石炭・石油・その他の化石燃料の使用の増大により

大気中の二酸化炭素ガス量の増加を主とする大気の化学組成の変化が現在生じていることが分かった。こ

のため地球上の気候はすでに若干変化しており，この変化は急速に増大するといわれている。多くの研

究で指摘されているように，数十年のうちに三千年あるいは数百万年の間に生じたと同様な気候条件の

変化が生ずるだろう（Budyko，1972，1980；Energy鼠nd　Chmate，1977；二酸化炭素ガス量の増加の

景多響，　支982　）o

　地球気候の変化は，水圏，氷雪圏，土壌，植生および動物界を含めて生物圏のすべての基本的構成員

に著しい変化をもたらす。このような関係から，経済発展の種々なシナリオを用いて人類の渚動による

生物圏の予想される変化を予測するという研究課題が生じている。生物圏変化の予測は大規模な資本投

資とむすびついている長期経済計画に密接にむすびついていると考えられるので，予測は当然極めて高

い信頼性を備えていなければならない。そのためには次のような基本的方向に沿っての研究が必要である：

　1．生物圏構成員の詳細な定量的記述をうるために，全地球上での生物圏の各成分の研究，

　2．各地理域での生物圏内におけるエネルギー・主要な無機成分・有機物の循環の研究，

　3．広い地域上で生じている過程の研究に利用できる数値：モデルを生物圏の各成分について作成する

　　こと。これらの研究に基づいて，生物圏の全成分間の相互作用を考えに入れた生物圏全体の総合的

　　な数値モデルを作らねばならない，

　4．生物圏の進化の法則性を解明するために，地質時代の生物圏の状態を示している経験的資料の収

　　集，

　5．過去における生物圏の変化の計算への数値モデルの適用，このような研究が進むと生物圏進イヒの

　　メカニズムを解明する可能性が広がってくる。将来における生物圏変化の予報を研究するにあたっ

　　ての数値モデルの利用の可能性を明らかにするために，生物圏変化に関するモデル計算結果と経験

　　データとの比較，

　6，経済発展の最適ルートの根拠づけにこれらの予報を利用する目的で，生物圏の人為的変化の予報

　　ならびに自然要因の影響下における生物圏の変化の予報へ数値モデルを利用すること，

　7．人間社会のために生物圏を制御する世界システムを創造するために，生物圏内の大規模な過程へ

　　働きかける方法の探求。

　ここに説明した諸問題はなんらかの完全な解決からはまだほど遠いけれども，それぞれの課題につい

て現在えられている多少とも定量的な資料を利用すると，生物圏進化の総合的研究へ着手できる。しかし

ながら，これらの資料は，その早撃上過去ならびに未来における生物圏変化について詳細かつ正確な情

報の取得をかなりせばめられている。それゆえ，以上説明したような方向に沿っての研究の一層の展麗

が必要である。

　現在盧面している生物圏のグローバルな変化を正しく評価するには，地質時代，とくにグローバルな

生態的危機の早早を呈していた生物圏の極めて急激な変化の時代における生物圏進化の研究は特に大き

な価値をもっていることを強調しておこう「。このような時代の研究は極めて不十分で，当時の生物圏進

化の一般法員ijはほとんど明らがでないことを知っておく必要がある。

　本書物では次のような三つの基本的問題を研究する。

　最初の5章では，現在の生物圏の特徴が説明されているが，生物圏内におけるエネルギー・水・炭素・

酸素の交換過程に特に注意が向けられている。第6～8章では，地質時代の生物圏の歴史が研究されて

おり，生物圏の生物的成分と無生物的要素との相互作平の研究を通じて生物圏進化の法則性を解明する

可能性が研究されている。結論部分の章（9～10）では，現代における生物圏の進化にとって決定的な

意義をもっている生物圏への人類の作用に関する資料が示されている。繁io章では，将来予想される生

物圏についての結論も説明されている。
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第1章　生物圏の構造

生物圏の境界

　いろいろな著者によって用いられている生物圏の境界の定義には，いくつかの違いが存在している。

しばしば，生物だけでなく，その活動によって生産されたバイオマスの存在する地帯が生物圏であると理

解されている。この場合，生物圏の境界は極めて不十分のままである。すなわち，自己栄養植物によっ

て作り出される酸素分子は大気の上面にまで達するが，それを評価するのはほとんどできない。同一植

物の活動生産物とならんで，有機炭素は鉛直方向の構造地質学的運動によって地表面から著しい深さへ

運搬されうる。この深部への運搬量をなにほどかの精度で決定するのはむずかしい。

　もう一つの極端な考えは生物圏の概念を生物そのものの全体に限定することである。この概念の同義

語に術語く生物楊〉がある。

　著者のこれまでの研究と同様に，本書のなかでは，現在生物の生棲している地帯を生物圏とよぶこと

にする。この圏はこれらの生物自身，対流圏，水圏および比較的にうすい岩石層を抱括している。現在，

多くの研究者がこの定義を利用している。

　生物圏を主な構成要素に分けるいろいろな方法が存在している。例えば，生物圏は生物の三二場所と

なる無機環境（大気，水圏，岩石圏）と生物（生物相）とを含んでいると考えることができる。それと

同時に，生物圏は世界規模の生態系としてしばしば研究される。そのなかには，非常に小さい大きさの

システムにまで連らなる地域および局地的システムの複雑な階層が含まれている。この場合，生態系は

相互に影響しあっている生物グループ，および各生物グループに強い影響を与える外部環境要素とから

なっている。この生物群への環境要素の影響は多かれ少なかれ生物の活動度に関係している。

　生態学の研究で用いられている境界の条件ならびに生態系の内容を指摘する必要がある。それぞれの

生物群は他の生物および周辺環境と多くの関係でむすばれている。それゆえ，生態系を分けるにあたっ

ては，極めて広い相互関係の粋組またはかなり狭い相互関係の枠組をえらぶことができる。このような

枠組の選択との関係で，生態系のスケールならびにそのなかに含まれる成員の数も当然変化するだろう。

それとならんで，多くの場合，生態系は多かれ少なかれ一定の自然な境界を備えている。この例は，た

とえば，小さな閉じた湖，比較的に均質な表面をもつ島などを見ればよくわかる。このような条件下で

は，生態系の境界ならびにその成員を決定する問題は簡単になる。研究目標との関連で，生物の生きて

いる全地球を抱卜する生態系一生物圏にいたるまでの種々な大きさの生態系を研究することができる。

生物圏のなかには，生物群の住んでいる大気層，水圏および岩石圏が含まれている。これらの層はその

鉛直厚さが数十kB似上の地球外殻の厚さに比較して著しく薄い。

　地球生態系は小さいスケールの生態系と比較して統一性の極めて明瞭な特徴を持っている。これは地

球生態系内での物質とエネルギーの循環過程は，周辺の宇宙空聞と生物圏との間の放射エネルギー交換

を除いて，非常に閉じていることから理解できる。

　生物圏は宇宙から若干の物質量を獲得してい養（主として限石の落下によって）。また，大気上層か

らわずかながガス分子を失っている。しかしながら，宇宙空間との物質交換は，生物圏内にある種々な

カテゴリーの物質循環過程にくらべて小さい。生物圏と岩石圏との間のある種の物質の交換がはるかに

大きい。この交換は生物圏の進化にとっては大きな価値を持っているけれども（この問題については，

あとでより竪蔀に述べる），それは生物圏自身のなかで生じている物質循環と比較すればそれほど活発

ではない。

　生物圏全体内での有機物の形成および分解のサイクルが実際的には閉じているということは重要な意

義を持っている。このサイクルは個々の生態系，または生物の生棲している個々の圏（大気圏，水圏，

岩石圏）について見ると閉じていない。このことは，また生物圏の構成部分に比較して生物圏が大きな
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統一惟をもっていることを護明している。生物圏と宇宙空間との間に生命物質の交換がないという結論

は，実験動物そして続いて人間が宇宙を飛行する時代になった現在では，若干手直しが必要である。し

かしながら，このような交換は遠い未来においてだけ，生物圏にとって：重要な意味を持つようになると

思われる。

　生物圏の形成隠代における宇宙から我が惑星への生物の移動の蒋能性に関する問題は，地球上におけ

る生命の発生メカニズムを理解する上に大きな意義をもっている。この問題は後で討論する予定である。

大　　気

　地球の大気は主に窒素と酸素からなっており，乾燥空気中のそれぞれの量は78％と21％である（容

積比で）。空気を構成している質量の少い不変成分としては二酸化炭素ガスとオゾンをあげなければな

らない。これらのガスは大気の物理的状態ならびに生物過程に対して著しい影響を与えている。

　大気中の空気は，その量が広範囲に変化する水蒸気を含んでいる。一般に，このガスの含有率は0．1～

～1．0％であるが，時回り大気容積の数％に達する。窒気柱の水蒸気含量は約2．4g／c孟である。

　対流圏内および下部成層圏内では，空気中の窒素，酸素および二酸化炭素ガスの栢対量は高さでほと

んど変化しない。逆に，水蒸気濃度は地表面から圏界面まで高さに伴って急減する。成層圏内では，水

蒸気含量はわずかで，高さでほとんど変化しない。対流圏内のオゾン（03）の相対量はわずかである

が，下部成層圏内で最大に達する。この層内では，太陽光のなかの紫外線の影響のもとでの光化学反応に

よって02からオゾンが形成されている。

　大気の全質量は約5．2×102エg（地球質量の1ザ6以下）で，海面レベルの単位地球表面上に換算す

ると約10009／c㎡になる。

　窒気の密度と大気圧は高さに伴って減少し，大気圧は約5k醗の高さで1／2に減少する。

　大気の下層一対流圏一は極地方では8～10k阻の高さまで，そして赤道地方では16～18k∬1まで広がって

いる。対流圏内では，気温は平均して6。C／kmの割合で高さに伴って普通抵下する。対流圏上には成

層圏が広がっており，約50kmまでは高さに伴って気温が上昇する。大気の質量の2／3以上が対流圏内

に集まっている。

　対流圏内で生じている物理過程は天候の変化を決定しており，我が惑星上のいろいろな地域の気候条

件に顕著な影響を与えている。これらの諸過程のなかには，太陽放射の吸収，地球から逸出する長波放

射錯簡の形成（この三軍は高層大気層内ではほとんど変化しない），大気大循壌，雲の形成および降水

と関係している水循環が含まれている。

　大気懸は短波放射に対しては多かれ少なかれ透明である。それゆえ，地球の吸収する太陽放射の大部

分は地表薗で吸収され，地表面は大気にとっての主要な熱源である。熱エネルギーは，長波放射，乱流

熱交換（以下顕熱伝達’という）および陸地・国体の表面からの蒸発による熱放出（以下潜熱伝単という）

によって，地球表面から大気中へと運搬される（蒸発を通じて形成された水蒸気が凝結するとき，潜熱

伝達熱は大気中に放出される）。

　地球は球型をしているので，太陽エネルギーの最大量は低緯度地帯で吸収される。このため，優緯度

地帯の地表付近の気温は中高緯度帯のそれより高い。この温度差が大気中での空気塊の運動および海洋

内での水体の運動をひき起こす主なエネルギー源である。大気の循環は水平方向および鉛直：方向におけ

る空気の運動の複雑なシステムである。鉛直運動が大きな役割を演じている対流圏と違って，成層圏内

では鉛直運動は一般に弱い。大気大循環および海洋大循環は低緯度地帯から高緯度地帯へ莫大な熱の運

搬を可能にしており，このための子午線方向の潟度勾配が小さくなっている。

　地球上のいろいろな地域の気候条件は，太陽放射の流れ，循環過程のなかでの太陽エネルギーの再分

配に関係している。我が惑星の気候の重要な特徴は，それが季節変化することである。このような季節

変化は地軸が傾いているためである。地軸は地球筆草面への法線から約23度傾いている。このために，
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各緯度帯の大気上面へ入射する太陽放射量は1年を通じて大きく変化する。この点については第2章で

詳細に説明する。

　太陽エネルギーによる地表面の加熱は，上昇気流の発達を助長する。空気が十分な高さに達すると，

水蒸気は雲を形成するようになり，雨を降らす。

　大気への主な水蒸気源は海洋面からの蒸発である。大陸上の大気は，海灘からの水蒸気の輸送の他に

陸地表面での蒸発からも水蒸気を獲得している。雨量の少い地域では陸地面からの蒸発は一般にわずか

である。

　成層圏内で生じている過程，特に大気エアロゾルの微水滴と微固体粒上での放射流束の散乱・吸収に

関係した過程は，天候ならびに気候にとって少なからぬ意義を持っている。対流圏内および大気上層内

には数鷺mから0．1ミクロンの直径のエアロゾル粒子が含まれている。エアロゾルは土壌侵蝕ならびに海

水滴の蒸発を通じて地球表面上で形成される。また，エアロゾルは火山爆発時に噴出した個体微粒子，

火山爆発時やその他の自然過程で大気中に放出された二酸化硫黄からも形成される。この他，宇宙空聞

から大気上層雲へ入ってくる。自然的原困によるエアロゾル形成の他に，多量なエアロゾル粒子が人為

的に形成されている。そのような人為的要因としては，工業的な大気汚染，土壌破壊の強髭，森林火災

などがある。

　エアロゾル濃度は高さに伴って急激するが，そのプロファイル上には，エアロゾル層の存在との関係

で第2番饅のピークがある。

　大気は，陸上ならびに水体内に発達している生物学的過程に対して著しい影響を専えている。生物学

的過程にとって最も：重要なのは，生物の呼吸過程と有機物の無機化に利爾される大気中の酸素，自己栄

養植物の光合成に利払される二酸銘炭素ガス，および太陽の紫外部放射の生物に対する毒作用を防止し

ているオゾンのヨっである。もしも大気がないならば，いかなる形でも複雑な生物の存在は不可能であ

る。このことは大気のない月に生物の存在しないことからよく分かる。

　大気中の物理過程に関する情報は，地球上のすべての地域上でなされている気象醗測データの処理か

ら求まる。これらの観測は全大陸および多くの島々の上に分布している1万以上の気象台および百万の

測族所からなる世界気象壷網のなかで行われている。気象台では，気温，湿度，降水量，雲量，風速，

気圧およびその他の気象要素の毎時翻測が行われている。測候所での観測プログラムはより単純で，し

ばしば降水量の観測だけに限られる。

　世界気象観測網の：重要な部分は世界巳射観測網である。これには約1，000の観測所が組織されており，

そこでは太賜放射ならびにそれの再配分に関する観測が行われている。高層気象観測網のデータは，大

気の研究にとって非常に重要である。これらの観測所（約1000）では，ラジオゾンデおよび他の測器を

用いて，高さ30～40kmまでの自由大気中の気象状態の観測が行われている。多くの蕩層気象台では，

大気オゾン，大気電気諸要素，空気の化学的組成の観測も実施されている。

　地上気象観測所の資料は，世界の海洋上の一定海域内を定常的に航行している気象観測船の働きによ

って求められる大洋上での観測データで補足される。気象観測船の数は余り多くないので，各種罎的で

航行する船舶によって得られる気象情報は大洋上の大気の研究にとって重要な価値をもっている。

　最近，気象衛星が大気状態の観測にとって重要な意義をもってきている。とくに，宇宙衛星での放射

流束の測定データを利出して大気上面での放射収支が研究できるようになった。

　現在の大気の化学組成および物理状態の詳紬な特徴が実験的研究によって得られている。

水　　圏

　各相において水は生物圏の全要素の重要部分であり，また生物の存在を規制している：重要な要困の～

つである。生物圏内に含まれている水の大部分は地球表面の質％を占める世界海洋内にある。世界の平

均海洋水深は3．7㎞となり，海洋内の水の全容量は1300×106k孤3以上である。莫大な量の水が氷河内
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と含まれており，その量は30×106km3以内である。そして，その主要部分は門下大陸の氷床上にある。

上とほとんど同量の水が地下水としてあり，それは深さ2kmまでの地層内に含まれている。

　世界の水量のその他の成分は，上にあげた成分に比較してごく僅かである。湖内の水量は大体0．18×

106kHL　3，大気中の水量は0．013×106kπL　3，河川内の水は0．002×106k硝3，生物水（すなわち，生物体

内の水）は約0．001×106kHユ3である。

　各賞さにおける海洋水の物理状態に関するデータは，船の舷側からの温度，塩分，光学的性質，およ

びその他の水分要素の側定によってなされる調査研究において主として得られている。このような測定

を総合的にする個所は一殼に海洋ステーションとよばれている。

　最近，公海上での海洋の研究は約2万の海洋ステーションで行われている。ほぼ同様な海洋ステーシ

ョンが専管水域内にあるが，その分布は不均一である。海洋や沿海での観測によってそこの水の物理状

態に関して広般な情報が得られているが，それらの量は大気中での観測データ量にくらべれば極めて少

ない。それゆえ，海洋はかなり高い安定姓をもっているにもかかわらず，海洋内の物理過程の研究は大

気過程のそれに比較すれば立遅れている。とくに，1～2k磁以深の海洋水の状態に関する情報は少ない。

これはほとんどの研究がより浅い海洋内で行われているためである。

　海洋は自由水の全量の約95％を占めている。海洋の水は大量の塩類（平均して約35g／Z）を含んで

いる。海面蒸発が降水より多い亜熱帯気圧帯では，塩分濃度は若干高くなる。そして，降水の方が蒸発

より多い赤道および中・高緯度海域では，塩分濃度は低くなる。

　海洋の水に溶けているガスのなかで，酸素と二酸化炭素のガスは生物にとって非常に：重要である。海

洋水の酸素量は，温度，生物の活動度ならびにその他のいくつかの要因との関係で，広い範囲に変化す

る。海洋の水のなかの二酸化炭素ガス濃度も変化する。そして，海洋水中のCO2の全質量は大気中の二

酸化炭素ガス量の約60倍以上である。

　海洋水中の二酸化炭素ガスは，光合成過程を通じて自己栄養植物によって同化される。有機物循環サ

イクルのなかにとり込まれた二酸化炭素の一」部は，いろいろな生きものの骨格および外被の構成に使わ

れる。生物が死に，それらの骨格が溶解したあと，この部分の二酸化炭素ガスのある一定部分は海洋内

へ戻る。しかしながら，石灰質の残漉の一部は炭酸塩堆積物の形で海洋底に沈澱する。

　自己栄養植物の活動にとっては，酸素・二酸化炭素ガス以外に，いろいろな無機物質が必要である。

そのなかで，燐酸（燐酸塩）は特に重要な意義をもっている。海灘の多くの海域において，これらの無

機物質の含有量は非常に低い。このために自己栄養植物の生産力が著しく低くなっている。燐の濃度は

低緯度海域で低く，中緯度海域で若干増加し，極地方の海域で最大に達する。

　海洋の水は常に動いており，その運動エネルギーの主な源は二つある。その一つは各緯度帯の海洋面

の加熱程度の差であり，もう一つは流動する空気と海洋面との間のヵ学的相互作用である。

　海洋上層は彼の動きおよびその他の力学的過程の作用によって強く混合している。海流の速さは海洋

上層で最も大きい。四百mの深さ以下になると，水の動きは一般に少なくなり，水の交換。混合も弱くな

る。低緯度海域では，海洋水の温度は深さと共に低下し，2kHl以深では1～2。Cになる。高緯度海域で

は，水温の鉛置勾配はわずかで，全層にわたって塩水の氷結点より若干高い温度である。

　北極および南極地方では，海洋のかなりの空間が氷原によって覆われており，その平均厚さは数mに

なる。氷原で覆われている海域の広さは1年を通じて変化し，春に最大に，夏の末期に最小になる。

　陸地内での水表面の最大部分は湖水に集中しており，そのなかで最大なのはカスピ海である。湖水の

水の約半分は淡水で，残り半分は塩水である。

　陸上における最も重要な水文学的過程は河川流出の形成で，これは水体表面から大陸上への水蒸気の

輸送を補償している。

　水文観測所ならびに水文観測台で流出量の測定が行われている。現在，その総数は約6万である。水文

観測網の分布は大変不均一である。ヨーロッパと北アメ1，カでは1～2×103km2当り1観測所があっ
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て観測を行っているが，多くの熱帯諸飼では，1万㎞書およびそれ以上の面積に一つの程度である。

　第3章で詳細に説明されている大気中の水億環の法則から分かるように，陸上での降水のもたらす諸結

桑のなかで生物自然界にとって最も大切なのは，表層土壌のある程度の湿りである。

　湿った土野なしには，自己栄養植物の生存は不可能である。土壌の湿り程度との関係で植生の特徴が

変化する。例えば，土壌中の空気量の余り多くない極端に多湿な条件では，沼沢櫃生が車越している。

中庸に多湿および最適湿り状態では森林が発達し，やや水分不足の地域ではサバンナと草原が発達する。

そして極端な水分不足条件では砂漠が発達する。植生タイプの発達との関係で，自然地理帯の多くの他

の特徴が決まってくる。

　陸地の水は岩石圏上層に顕著な影響を与えている。これは化学的風化および物理的風化に関係する主

な要因の一つである。多くの地域において，過去の大陸性氷河作用が地表面の形状に作用していること

が知られている。氷河が後退したあと，氷河景観の祷徴的様子が生じている。

　最後に，水圏内の物理的および化学的な諸過程は大気中の同様な過程に密接にむすびついていること

を，さらに指摘しておこう。エネルギー変換，水櫃環，二酸化炭素ガス，空気と水を成分とするその他

の諸々は，一つのシステムとして水圏および大気圏内に存在している。

岩　石　圏
　大気中および水圏内では，生物はk∬1の単位で測定されるような非常に厚い三内に分布しているけれど

も，岩石圏内に生きている生物の大部分は，多くの場合，数m以下の厚さの土壌表層内に分布している。

　土壌は，岩石の崩壊によって生じた無機物質と有機物質一主として樋物の活動生産物とその分解生産

物一との混合物から形成されている。これらの生産物は，一部は土壌表面上で作り出されるが（葉，枯

枝などから），一部は若干の深さで（例えば，枯死した根から）形成される。放射菌および土気カビ類

を含めていろいろな微生物は，土樽に供給される有機物の分解過程において重要な役回を果たしている。

鑛中でρ上記の昇平の作用によって談氣窒素・騰加現マグネシウムおよび欝植物こ利

用され易い形のその他の要素が作り出される。以上の理由で，土壌は植生の生産力に大きい影響を与え

ている。

　土壌中での有機物の分解過程のもう一つの重要な結畢は，二酸化炭素ガスの放出である。このガスは

大気中と水圏内の二酸化炭素質量を補足し，光合成によるその消費を補っている。

　土壌は一般にいくつかの層から成っており，それはしばしば色彩によって分けられる。上層（A層）

は有機物の分解生産物と有機一無機物質の複合物を含んでいる。その下の層（B層）は無機成公を特に

多く含んでいる。A層からB層へは，無機物質を溶かした水が下方へ移動している。第3番目の層（C

層）は母材の分解でできた余り変化していない材料からできている。この母材は時にはその場所で形成

されるし，また時には水流，氷河および風によって堆積することもある。風によって土壌微粒子が運搬

されるため，レス堆積物が作り出される。レス堆積層は，多くの場合相当な厚さに達し，高い肥沃度を

具えているのが特徴である。

　気候，母岩の特徴，植生および±穰微生物の影響によって，様々なタイプの土壌が形成されている。

上にあげた諸因子の最初の二つは土壌形成過程とは無関係と考えることができる。あとの2者はこの

過程に非常に密接に関係している。気候条件は土壌タイプの成帯姓に対して最も重要な影響を及ぼして

いるQ

　高・中緯度の弾帯土壌の主なタイプとしては，ツンドラ土壌，針葉樹林ポドゾール土壌，広葉樹林褐

色土壌と同灰色土蟹，草原の黒色土壌と栗色土屡，半砂漠および砂漠の栗色土壌と灰色一栗色土壌があ

る。亜熱帯および赤道地帯においては，主要な土壌タイプは中緯度地帯のそれとよく似ている。そして，

低緯度地方の湿った地域では赤一黄色土壌または暗ラテライト土壌の分布が縛徴である。より乾いた低

緯度地域には赤一栗色土壌が特徴的に分布している。
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　すべての成帯土壌タイプにはそれぞれ個有の植生タイプが対応しており，土蟹の特徴は植物の活動度

に深い影響を与えている。土壌生成母材の性質および湿潤状態の馬所的特性によってきまる土壌の局所

的特性も，植生に著しい影響を与えている。

　若干の生物は：土壌層だけでなく，深い地下水のある岩石圏のなかにまで入り込むことができる。特に，

深さ数kH1までの石油井戸の水のなかで，種々な微生物が発見された。とはいうものの，地下水層以下の

岩石圏の主要部分には，一般に生物は完全に存在しない。

生　　物
　生物の特徴は，特別な体構成，物質交換，成長，発育，繁植そしてその他の多くの指標を持っている

ことである。これらの特徴は各タイプの生物の間で常に一致しているとは限らない。

　V。1．Vernadskyは生物の高度の化学的および地質学的活動を何鳳となく強調している。彼は，生物

圏の全質量のごくわずかな部分を構成している生物が生物圏の全ての非生物成員に深い影響を与えてい

ることを指摘している。生物圏の進化にとって特男llな意義をもっている生物と非生物環境との相互作用

の問題を，次に詳細に説明しよう。

　生物は複雑度の種々違った組織と器関を含んでいる完全システムである。現生生物および絶滅生物を

記述するために，詳細な生物学的分類法が作られている。このようなやり方の基礎には，グループ（分

類群）内の各生物の組合せは可能で，そしてこれらのグループの階層は体制の類似性の程度および種々

なグループ内の生物の近縁度を反映しているという概念がある。

　分類学の基本的単位は種の概念である。近縁種はより高い分類グループ内にとりまとめられる。その

ような高度な分類グループとしては，属，科，目（動物）または類（植物で），綱，門（動物で）また

は統（植物で）がある。各分類グループの以上のような連続性は階層性レベルの増加に対応している。

このような関係で，ある名称のグループの上級のグループは，それ自身のなかに下のグループを含んで

いる。

　それの詳細化のために利用されている生物分類学のその他の要素を列挙することは止めて，すべての

生物はわずかな界にまとめられ，一般に植物界と動物界とに分けられることを指摘しておこう。それと

同時に，非常に原始的な単細胞生物一疋胞核と染色体をもたない原核生物はより蕩いクラスの別のグル

ープとして時折り分けられる。最近，植物界は本来の植物界とキノコ界とに分けることができるという

意見も出されている。

　原核生物としては，バクテリア，藍藻植物およびその他の若干の生物がある。原核生物の一部（藍藻

植物）は自己栄養生物であり，一部は他栄養生物である。紬胞核を持ち，染色体装置を具えている生物

は翼核生物とよばれている6

　それらの栄養摂取方式の特微との関係で，すべての生物は二つの大きな群に分けられる。自己栄養生

物は周辺環境の無機物質から有機物を作り出している。他栄養生物は他の生物の有機物を利用して生存

している。

　植物の大多数は自己栄養で，太陽エネルギーを吸収しながら，有機物を作り出すために周辺環境中の

水と二酸化炭素ガスを同化する。光合成とよばれるこの過程は生物圏内での生物のバランスおよび生物

圏のエネルギー学にとって重要な意義をもっている。光合成の法則性は第4童でより詳細に研究されて

いる。自己栄養生物には，無機物質の酸化時に出るエネルギーで二酸化炭素ガスを同化する（化学念成）

いくつかのバクテリアも含くまれる。

　キノコ類は他栄養生物である。無機物から有機物を合成する能力をそれ自身の進化の歩みのなかで失

った若干の2次的他栄養植物も他栄養生物である。すべての動物は他栄養生物である。

　植物はいくつかの大きなグループ（門）：キノコ（しばしば独立のグループに入れられる），紅藻類

（紅色植物），真正藻類および高等畠物：に分類されている。高等植物のグループは古生マツバラン類
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　（絶滅したグループ），苔類，ヒカゲノカズラ類，マツバラン類，トクサ類，シダ類裸子植物類そし

て顕花植物類または被子植物類からなっている。植物種の総数は約50万である。

　陸上では，植物は植生を形成しており，生物薄膜の主要部分を構成している。水体内では，この薄膜

は太陽エネルギーの鶴頭する上層水内に広がっている植物（植物プランクトン）を含んでいる。海洋内

でのこの層の厚さは，水の透明度に関係している。一般に，この層の厚さは100m以下である。

　動物は二つの主グループ：最も単純なグループ（単細胞生物）と多細胞生物グループとに分けられる。

後老には海綿動物，原始細胞（絶滅グループ），腔腸動物，蠕形動物，軟体動物，飾足動物，前肛動物，

曲形動物，偽軸動物，垂足動物，有髪動物，棘皮動物，毛顎動物，半索動物，脊索動物が含まれている。

最後の門の亜門には脊椎動物がある。動物種の総数を約150万とすると，その大部分（100万以上）は

節足動物門に属している。

　上に説明した植物および動物の高等分類群に関する体系的情報は確固不動のものでなく，それらはし

ばしば研究者によって著しく違っている。

　植物および動物の種類に関する現在のデータは不完全であることを強調しておかなければならない。

現生の植物相と動物相の完全な目録調査が実施されると，これらの種の数は著しく増してくると考える

に足る根拠がある。

　現在知られている種の数は，生物の高等分類グループの聞で非常に不均一に分布している。例えば，

動物のある綱は数種が含まれているにすぎないが，昆虫綱には100万種以上が含まれている。極めて原

始的な生物（原核生物）と極めて複雑な生物とが現生の生物圏のなかに共存していることは注目に価す

る。そして，原始的生物の種壷は非常に多いことも淀屋に価する。この点で，体の大きい動物および植

物のなかにはより進化したグループの代表者が多く，一方非常に小さい生物は常に非常に原始的である

と結論できる。このような結論は，非常に小さい生物は複雑な器官と組織とを持ちえないということに

密接に関係している。

　現在，生物の全一次生産は自己栄養植物の光合成によって決まっている（化学合域は光合成に比較

して生産有機物量は非常に少ない）。

　生物群内でのエネルギー変換の一般的特徴はエネルギーピラミッドの形で表わすことができる。この

ピラミソドの基礎は光合成過程を通じて自己栄養植物が同化吸収したエネルギーである。このエネルギ

ーは植物の有機物のなかに貯えられている。この有機物のなかのかなりの部分は植物自身の生命活動で

費され，一部が植物を隆接食べる動物によって同化・吸収される。

　エネルギーピラミッドの第2段階は自己栄養植物から動物と他栄養植物へのエネルギーの流れを表わ

している。一般に，最初に同化・吸収されたエネルギーの10％以下が，自己栄養植物のエネルギーを必

要とする生物に伝達される。これらの生物も，自分の生命活動を維持するのに，多くのエネルギーを必

要とする。特に呼吸およびその他の機能で多くのエネルギーを費している。

　ピラミッドの第3段階は自己栄養植物の一次エネルギーではなく，他の動物の同化・吸収したエネル

ギーを消費して生存している動物へのエネルギーの流れを表わしている。この段階には，肉食動物が含

まれている。

　多くの生物はエネルギーピラミッドの第2段階と第3段階にまたがって分布している。なかでも人類

は必要なエネルギーの一部を植物が直接作り出したエネルギーから，そして一部を動物の作り出したエ

ネルギーから摂取している。

　エネルギーピラミッドは動物と植物との間の密接な関係を反映している。そして，自適栄養植物はす

べての生物の生命活動を支えている唯一つのエネルギー源である。このエネルギー関係は生物の体の構

造ならびにそれらの生態に大きな影響を与えている。

　したがうて，エネルギーピラミッドは生物体内に貯えられているエネルギーの変化過程を砦徴づけて

いる。この過程は生きている生物のバイオマス内および生物生産物内に貯えられているエネルギーの変
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換によって維持されている。この変換はそれらの物質の分解を通じて行われている。エネルギー変換は

有機物が完全に無機化してエネルギーが放出されきるまで続けられるが，それは多くの生物の参加によ

って営まれており，微生物はこのなかで特に重要な役割を果たしている。

　実際条件下では，～つの生物から他の生物へのエネルギーの伝達は，上記のような単純な説明にくら

べて非常に複雑である。

　自然の栄養的相互関係を説明するには，食物連鎖（または栄養連鎖）の考えが大変重要である。これ

は自分の栄養摂取を通じて他の生物バイオマスのエネルギーを直接変換している生物グループを表わし

ている。食物連鎖の環の数はしばしば3以上になることもある。食物連鎖の三段で同化・吸収されるエ

ネルギー量は前の段のエネルギーの1／10以下になるのが普通であるので，3段以上になると最後の段

で同化・吸収されるエネルギー量はごく些細になってしまう。

　それゆえ，もしも食吻連鎖の環の数がio個ならば，最後の環によって同化・吸収されるエネルギー量

は，この連鎖の最初の環に位置する生物内に貯えられているエネルギー量の｝0億分の1以下になるだろ

う。同化・吸収エネルギー量のこのような減少は，このエネルギーを摂取・消費する生物のバイオマス

も必然的に減少することを意卸している。ある程度長い食物連鎖では，最後の環のところのバイオマス

は無視できるほどに少なくなる。

　他栄養生物は多くの場合いろいろな餌を摂取しているので，多くの場合実際の食物連鎖は三本の線で

はなく，多くの生物の間をむすんでいて，また時には粗互的特徴をも具えている複雑な関連ネットの一

部を構成している。

　上で説明したように，生物圏内での生物の分布は不均一である。しばしば，この不均一さは有機物の

一次生産の空間的および時間的なさらに大きい不均一な分布を反映している。

　生物圏内の多くの部分で生物は独立システムとして生存しているのではない。すなわち，生物のいる

すべての場所で，生命物質の作出が可能なわけではない。上に指摘したように，現在一次生産のすべて

は自己栄養植物の活動によって作られている。これらの植物群は陸地表面および憎体の上層内でだけ有

機物を生産できる。大気中，深い海洋内および土舟中では，光合成は行われない。しかしながら，大陸

と海輝の表面上には，光合成活動の行われない長い季節をもった広い地域や1年を通じて光合成のない

多くの地域がある。大睦の多くの地域で，熱と水分の不足のために自己栄養植物は生存できない。海洋

表面のかなりの海域で，植物の光合成活動が無機物質の不足のために制約されている。そのため，これ

らの海域はほとんど不毛である。

　したがって，地球表面のすべてに生命のエネルギーピラミッドが存在するわけではない。10億年後に

なって，自己栄養生物が進化しても，我が惑星一地球の外表面上に存在するすべての条件に適応しうる

とは考えられない。

　生物の活動に対する外部環境の決定的影響は，Dokuchaevが研究した自然の成帯現象からも明らか

である。

　温度状態および水分状態との関係から，自然植生は多くの特徴的なタイプを形成しいる。そのなかに

は，ツンドラ，高・中緯度帯の針葉樹林（タイガー），中緯度帯の混合林と広葉樹林，亜熱帯・赤遵雨

承，熱帯の落葉樹林，森林草原，サバンナ，草原，半砂漠そして砂漠がある。動物相の分布も成帯的特

徴をもっているが，これは気候園子に支配されている植生タイプの成帯性に密接に関係している。

　それぞれの生物に適した方向に環境を変えながら，生物が外部環境にどの程度働きかけることができ

るかという問題は大変興味をそそる。あとで説明する予定の生物圏の進化への生物の影響に関する問題

は尉として，植物と動物とが現在の周辺環境を調馬する能力は非常に限られているということができる。

　接地気層内の気温と湿度を変化させ，また地表付近の風速を弱めながら，植生は微気候に若干の影響

を与えている。その他に，植生の各タイプは土製水分および蒸発へ，また地表面のエネルギー収支項に

影響を与えている。
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　植被内の微気候の変化は植物の構造と生理学的機能の帰結であるが，微気候への植生の影響が外部条

件への植生の適応として進化の歩みのなかで生じたとは決して考えられない。これは次のようなことか

ら明らかである。植物による微気候変化の若干の特徴（例えば，蒸発散の増加）は，個々の場合におい

ては植生にとっては不都含なことである。それにもかかわらず，植被層内の微気候の特徴は，外部環境．

条件が変動した際に，植物の存続を助ける。特に，それを伐採したあと気候変化によって森林の再現が

不可能になったような地域に，以前には森林が長期聞存続してきたというのは，上のようなことの証拠

である。

　土壌保全への植被の効果は注目に価する。多くの場合，森林破壊後，土壌の侵蝕過程が急速に進行す

る。水分の不足する多くの地域では，家畜の過度な放牧，山火事およびその他の人為的作幣によって乾

燥草原またはサバンナ植生が破壊されると，植生の回復が非常に遅くなるか，または全く回復しないこ

とが知られている。

　最後に，現在周辺環境への植物の影響は主として局地的であることを指摘しておこう。

　気候帯によって植生タイプが違うことは，世界気候が植生の発達へ明らかに影響したことを示してい

る。これは外部環境をコントロールする植物の能力に限界のあることを実証している。丁度状態および

水分状態の比較的に小さい変動を含めて，気候変化への植物の敏感度が非常に高いという事実からも同

様な結論がえられる。

　広野な地域の気候への植生の影響はたしかに存在するけれども，それは比較的に小さい。光合成への

太陽エネルギーの消費および有機物の酸化による熱の放出は，一般に太陽エネルギーのi％以下である。

しかも，これらの二つの量は各々他によってほとんど相殺される。

　すべての生物学的過程のなかで，地表面のエネルギー収支に最も大きい影響を与えているのは二二か

らの蒸散である。蒸散による熱放出は地表面の純放射の数十％になりうる。しかしながら，蒸散の無い

時には，士慶薩蒸発が増加するので，温度状態への蒸散の影響は余り大きくない。

　植生，とくに森林は蒸発を増大させ，また空気の鉛腹流れを強くする表面粗度を増加させて森林上の

水循環を強化するので，降水量へ若干の影響を与える。その結果，総降水量が若干増えるが，増加量は

わずかである。この問題は第3章のなかでより詳細に研究する予定である。

　植物は太陽エネルギーの吸収に影響を与える。陸地上では，よく繁茂した植鍍のアルベドは発達の悪

い植生のそれより一般に小さい。水生植物が密に茂っている時には，水体のアルベドは普通減少する。

上にあげたこれらの事実はある程度気候に影響を与えるけれども，この影響のスケールは小さくて，世

界の気候に大きな変化をもたらすことはない。

　周辺環境への動物の作爾は，植物の作用にくらべてさらに限られている。周辺環境への影響は土壌中

に住んでいる動物で最も大きく，多くの場合，それらの動物は土壌構造を変化させる。しかしながら，

これらの影響は極めて局地的である。

　人聞の経済活動は生物圏に対して大きな，しかも時問と共に強くなる影響を与えている。人間の経済

活動は過去においては局地的な生態系に影響するだけであったが，現在では地球生態系一生物圏全体を

も変化させ始めている。生物圏への人類の影響に関する問題は第9章と10童で研究する。
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第2章　太陽放射とその変換

2．1　太陽放射
　太陽は地球にもっとも近い恒星で，赤色倭星に属している。太陽の直径は約140万kヨ韮で，地球との平

均距離は1，495億k琵1である。太陽内で生じている核反応のために，その表面温度は約6，000Kになる。

それゆえ，太陽は莫大な量の太陽エネルギーを射出している。

　太陽から地球表面上に入射する放射は光エネルギー三二で，地球の熱収支および温度状態を決定して

いる。その他の物体から地球上に入射する放射エネルギーは非常にわずかで，地球上で生じている熱交

換過程に対してはなにほどの影響も与えない。

　太陽放射のスペクトルは，基本的にはプランクの法則によって与えられる黒体の放射スペクトルに等

しい。太陽の射出表面の温度との関係で，放射工浄ルギーの巖大は約α5μmの波長の所にある。そし

て，太陽の射出するエネルギーの大部分は0．3～2．0μmの波長域にある。

　太陽から遠ざかるに伴って，その放射強度は距離の2乗に逆比例して変化する。地球は蒲円軌道に従

って太陽の周囲を圓っているので，大気上面上に入射する太陽放射強度は，地球と太陽間の距離の変化

に応じて，年変化する。

　太陽と地球の間の距離が最小になるのはま月で1．47億k罰1になる。最大の距離は6月上旬にみられ，1．53

億k田に達する。

　太陽と地球の距離が平均値の場合，大気上面で太陽光に直角な単位面積上を単位時間に流れる太陽エ

ネルギーは，太陽定数とよばれている。地球と太陽との距離は変化するので，地球の大気上面の太陽エ

ネルギー流山の実際の値は，太陽定数と若干違っている。その差は3．5％に達する。

　太陽定数に関する問題が数多くの研究報告で研究されている。長い間，太陽定数は地上での日射観測

データを高いて決定されてきた。このような太陽定数決定法の誤差は非常に大きかった。その理由は，

近似的にしか評価できない大気中での太陽放射流束の減衰を考慮しなければならなかったことにある。

　最近，高空，とくに人工衛星を用いて太陽定数を三三する試みが行われるようになってきた。このよ

うな観測から，太陽定数は1368W／m2にひとしいという結論（Willsonら，圭981）がえられた。

　太陽定数の時間的安定性は大変興味のある問題である。この問題が多くの報告のなかで研究された。

そして多くの研究者は，たとえ太陽定数の変化が起こるとしても，それは現在の測定精度の範囲内であ

ると述べている。しかしながら，1％の大きさ，または0．1％というようなわずかな太陽定数の変化で

も，気候に対して明瞭な影響をもたらしうると考えなければならない。

　人工衛星による観測から，太陽定数は短期聞に0，1～0．2％ほど大きさの変化することがわかった。

1年以上という長い期間にわたって太陽定数が変化することが可能かという問題は，いまのところまだ

解明されていない。それゆえ，気候変動にとっての太陽定数の長期変化の意義は実証ずみと考えること

はできない。

　太陽定数の億がわかると，大気の影響のない場合に，どれ位の放射エネルギーが地球上の各緯度帯面

上に入射するかを計算できる。つぎにこの種の計算例のいくつかを説明しよう。各季飾において各緯度

帯上の太陽放射の日積算量が表2．！に示されている。

　この表から，最大の艮積算値は夏至時の極地域でみられることがわかる。この期間には低緯度地帯へ

移動するにつれて若干放射が滅少したあと，余り高くない第2の最大値が出現する。そして，南半球へ

移行すると，定常的に放射は滅少し，簸後に0一域になる。春・秋分の時期には，放射の最大は赤道上

でみられる。そして，緯度の増加につれて，B放射量は最初緩やかに，続いて急激に滅少する。高緯度

地帯では，冬季の放射量はわずかか，◎になる。

　表2．2には，夏半年と冬半年とについて求めた各緯度帯の積算日射量が示されている。この場合，北
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半球のある緯度での各半年闘の積算放射量は南半球の同緯度での積算放射量にひとしいと考えねばなら

ない。

表2．1　透明大気条件下で地表面へ入射する日太陽放射量（MJ／m2）

3月2三日 5月6日 6月22日 8月8日 9月23日 1瑚8日 12月22巳 2月4日
90 32．8 45．6 32．4

80 6．6 32．0 44．8 32．0 6．6

北 70 蛤．1 31．6 42．7 31．2 12．7 0．8 0．8

60 18．9 34．1 41．5 34．1 18．9 6．2 2ド1 6．2

50 24．2 36．5 41．9 36．5 24．2 12．3 7．4 12．3

40 29．2 38．6 41．9 38．2 28．7 三8．1 13．5 18．5

緯 30 32．8 39．4 41．1 39．0 32．4 23．8 19．7 24．2

20 35．7 39．0 39．4 38．6 35．3 29．2 25．5 29．2

io 37．4 37．8 37．0 37．4 37．0 33．3 31．2 33．7

0 37．8 35．3 33．3 35．3 37．4 37．0 35．7 37．0

10 37．4 32．0 29．2 32．0 37．0 39．4 39．4 39．4

20 35．7 27．9 23．8 27．5 35．3 40．6 42．3 41．1

南 30 32．8 23．0 18．5 23．0 32．4 40．6 43．9 41．1

40 29．2 17．7 12．7 17．2 28．7 39．8 44．8 40．2

50 24．2 11．5 7．0 圭1。5 2荏．2 38．2 44．8 38．6

60 18．9 5．7 2．1 5．7 18．9 35．7 44．3 35．7

緯 70 13．1 0．8 0．8 12．7 32．8 蔭5．6 33．3

80 6．6 6．6 33．3 48．0 33．7

90 34．1 48．4 34．1

表2．2　透明大気条件下で地表面へ入射する期間太陽放射量（MJ／廊2）

緯　　　　　　　　　　　　　　度
◎ 10 20 30 40 50 60 70 80 90

夏半年

~毛年

N　間

6610

U610

P3220

6980

U040

P3020

7180

T300

P2480

7140・

S430

P1570

6980

R450

P0430

66蓬0

Q420

X030

6120

P400

V520

5710

T30

U240

5540

P20

T660

5460

@　0

T460

　実際には，大気は太陽放射に対して完全な透明媒質ではない。太陽から大気中へ入射する放射のかな

りの部分が大気中で吸収，かつ散乱される。同様にまた，稲当な部分が宇宙空問に反射される。雪は太

陽放射の分布に対して特に大きな影響を与える。しかしながら，雪がない場合でも太陽放射は大気中で

大轄｛に変化する。

　大気中の水蒸気，水滴，オゾン，二酸イヒ炭素およびダストは，太陽放射を吸収する。大気中における

太陽放射の散乱は，空気分子，ならびに種々な混入物一ダスト，水滴など一によって生ずる。

　大気を通過してくる直達太陽放射流束は，大気透明度および太陽高度に関係している。この太陽高度

は大気中での太陽光のパスの長さを決定している。

　すでに上で説明したように，大気の透明度条件の他に，雲は地球表面上へ入射する薩達太陽放射量に
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非常に大きな影響を与える。太陽をかくすような多少とも密な雲のある時には，既達放射量は0になる。

　薩達放射流束の最大値は，完全藷天で大気透明度が高い時にみられる。このような条件では，海抜O

mのレベルで，光線に薩角な面上の直達放射流束は1000～1200W／m2に達することがある。中緯度

地帯では，この流束の正午魑の：平均は一般に700～900W／m2である。

　一日の間で太陽高度が減少すると，大気の光学質量が増すために，直達太陽放射は大幅に減衰する。

　地表面へ入射する散乱放射量は，雲量および太陽高度との関係で，広い範囲に変化する。この放射流

束を理論的に討算するのは非常に複雑で，しかも十分正確な結果がえられない。現在えられている観測

データを利用すると，つぎのように結論できる。多くの場合において散乱放射の流束は，地表面上へ入

射する鹿達放射流束と量的にコンパラブルである。散乱放射は雲があると最大になる。また，地表面の

反射率は散乱放射に対して著しい影響を与える。とくに，積雪がある場含には，散乱放射が著しく増え

る。これは積雪が太陽放射のかなりの部分を反射するためである。

　地表面へ入射する太陽放射のスペクトル組成は，大気上面での放射のスペクトル組成と大きく違って

いる。

　地上での観測データからえた太陽エネルギーのスペクトル分布が，曲線bとして図2．1に示されてい

る。比較のために，大気圏外での太陽エネルギーのスペクトル分布（曲線a）も囲緒に示されている。

2500

　　　2000
（
貸

ざ

黛

）　　　1500
＼
き

「

’；距

ミ　　1000
’爵

H

500

0　　05

図2．葱

　1．O　　　　　　L5　　　　　　2．0　　　　　　2．5　　　　　3．0

　　　　　　　　　　　　　　　波　　長，μm
太陽エネルギーのスペクトル分布

これらの二つの曲線の比較から，紫外部放射（α4μm以下の波長域）は大気中で大幅に吸収され，地

表面まで達しないことがわかる。紫外部放射の吸収は主として大気中のオゾンによることが知られてい

る。この図からわかるように，長い波長域での太購放射の吸収は非常に不均一である。これは主として

大気のスペクトル透過率が不均一なことを表わしている。

　太陽放射の最大値は可視スペクトル域（波長域0．4～0．弩μmの範囲）でみられる。それと同時に，
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多量のエネルギーが赤外放射の形で，0．74μm以上の波長域にある。紫外部放射は比較的にわずかであ

るが，それは種々な生物学的過程に対して非常に大きな影響を与える。

　地球の地理学的表層内での太陽エネルギーの基本的変換の一般的特徴は次のようになる。

　地球と太陽との距離が平均値の場合には，太陽放射の流束は太陽定数値に等しい。地球は球型をして

いるので，大気上面の単位面積上に入射する太陽放射量は，全流記量の1／4で，約340W／m2になる。

そして，約240W／m2が惑星としての地球に吸収される。この場合，吸収太陽放射の大部分は地球の表

面で吸収され，大気はごくわずかな部分を吸収するにすぎないことが重要である。

　太陽放射を吸収して加熱された地球表面は，大気中へ熱を運搬する長波放射熱源として作用する。大

気中に含まれている長波放射吸収性の水蒸気，ダストおよびその他のガス類は地球表面から逸出する長

波放射を捕捉する。このため地表面の射出する長波放射の大部分は大気の逆放射によって補償される。

　地球表面の射出する長波放射と地表面の吸収する大気逆放射との差は，有効放射と名づけられている。

有効放射は，大気が長波放射に対して完全に透明な場合に観測される地表面の長波放射平更より，一般

に若干すくない。

　地球表面へ入射する放射エネルギー流束と地球表面から出る放射エネルギー流束との算術和が地表面

の純放射（または正味放射）である。純放射は，地表面の吸収した直達短波放射および散乱短波放射と

長波有効放射との差にひとしいr

　地球全表面について平均すると，曹効放射は吸収短波放射量より非常にすくない。このような現象は，

いわゆる濫窒効果のためである。温蜜効果は短波放射に対する大気の透明度が長波放射に対するそれより

相対的に大きいためである。それゆえ，地球表面の純放射は正の値になる。

　地表面の純放射エネルギーは，乱流熱交換によって大気の加熱や蒸発に，またより深い上層または水

層内との熱交換などに使われる。地球表面上での太陽エネルギーの様々な変換過程の定量的特徴は，地

表面のエネルギー（熱）収支式で表わされる。この熱収支式は地表面へ流入するエネルギー及び地表面

から流出するエネルギーの早漏の算術和を表わしている。エネルギー保存則との関係で，これらの各項

の総和は0になる。

　地表面の放射バランス及びエネルギーバランスは，～定の方法によって，大気の放射バランス及びエ

ネルギーバランスにむすびついている。

　惑星としての地球は宇宙空間からエネルギーを獲得している。そして，吸収したエネルギーを放射に

よってだけ宇宙空閣に放出している。地球の平均温度は時間的にはわずかしか変化しないので，地球の

純放射（吸収放射量と宇宙空間へ放鵡する放射との差）は明らかに0に等しい。

　地表面の純放射と地球の純放射との差として与えられる大気の純放射は，それゆえ，平均的には負の

値になる。そして，それは絶対値では地表面の純放射に等しくなる。大気のエネルギーバランスにおい

て，負の純放射量は，雲と降水の形成時に水蒸気が凝結する際に放出されるエネルギー流東および接地

気層内での乱流熱輸送にむすびついている地表面からの顕熱流町によって，補償されている。

　太陽エネルギーの鉛薩方向での再分軍曹過程の他に，非常に強力な水平方向の熱再分配過程が地理学的

表層内に発達している。これらのなかで，高緯度帯と低緯度帯の間で大気圏と水圏のなかで生じている

熱エネルギーの輸送は特に大きな役割を果たしている。このような熱輸送は，地球の球状表面上におけ

る放射加熱の不均一さに基づいている。この熱輸送は大規模熱交換および規則正しい流れによる熱の輸

送，そして水の相変換を通して行われる。

　上に説明した太陽エネルギーの変換過程は放射要［摂によって著しく規制されているが，そのようにし

て発達する各変換過程は次には地球上の放射状態を大きく変化させる。放射状態は大気圏と水圏内の大

循環，水の相変換などに密接に関係している。雲量，積雲または氷原は，放射状態に特に大きな影響を

与える。

　放射状態および温度状態を大きく変化させるようなく第1級》の太陽エネルギー変換過程の他に，ご
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くわずかのエネルギー量だけしか作用しない数多くの微小な太陽エネルギー変換過程が，地球地表上に

は発達している。それらは放射状態および温度状態にほとんど影響を与えない。それらの微小な過程の

なかのいくつかは生物圏の形成にとっては非常に大切である。たとえば，比較的に安定な化学エネルギ

ーに放射エネルギーを変換させる光合成過程は特に重要である。

　放射バランスおよびエネルギーバランスに関する資料は，地理学的表層内での太陽エネルギーの変換

全形態を明らかにするため基本的データである。この場合，生物学的過程にとっての主なエネルギー源

である地表面の放射バランスならびにエネルギーバランスに関するデータは，生物圏の研究にとって特

に大きな価値をもっている。

2．2　エネルギーバランス
　地表面の純放射Rは吸収太陽放射と長波有効放射の差にひとしく，次のように表わされる。

R漏Q（1一α）一王 （2．1）

ここでQは全天日射（直達放射と散乱放射との和），αはアルベド（全天日射に対する地表面の反射率，

0～1．0），1は有効放射（地表面の上向き長波放射と地表面の吸収した大気の下向き放射との差）。

　全く同様として，地球一大気系の純放射Rsを決定することができる。これは大気全層を貫いて地表

面に達する鉛直気柱の純放射で，次のように表わされる。

Rs漏Qs（1一αs）一工s （2．2）

ここでQsは大気一と面へ入射する太陽放射，αsはシステムのアルベド，1sは大気上面から宇宙言容へ

の長波放射（逸出放射）。

　大気の純放射RaはRsとRとの差になる。（2．1）式と（2，2）式を利用すると次式が求まる。

Ra漏Qs（王一αs）一Q（1一α）一（Is一至）， （2．3）

　地表面での太陽エネルギーの反射条件は，入射放射への反射放射の比であるアルベドの値によってき

まる。アルベドの理論値は完全自色で完全反射亜の1，0から太陽放射を完全に吸収する完全黒体面の0

まで変化する。

　現在えられている観測資料から，自然表面のアルベドの値は広範囲に変化することが知られている。

そして，それらの変牝は種々な表面の反射率の予想範臨内にほとんど完全に含まれている。

　太陽放射の反射の実験的研究では，ある程度広がりをもった自然表面のすべてについてアルベドの値

が求められている。このような研究から，まず第1に陸地と水体の太陽放射の吸収条件が非常に違って

いることがわかった。種々な陸地表面のアルベドの値が表2．3に示されてそる。

　水笠の太陽放射吸収条件は，睦地表面の吸収条件と大きく違っている。多少とも澄んだ水は太陽放射

を比較的によく透入させる。水回上層内に透入した太陽光は多重散乱され，ほとんど吸収されてしまう。

　このような条件下での太陽放射の吸収過程は太陽高慶に蓑しく関係していることが容易にわかる。も

しも太陽が多少とも高いと，入射した太陽放射の大部分は水体上層内に透入し，そのなかで主として吸

収される。太陽高度が低い場合には，小さい角度で水体表面に入射する太陽光は鏡面反射され，水層深

部へは入射しない。このため，アルベドは非常に大きくなる。

　理論的計算ならびに実験的研究から知られているように，直達放射に対する水面のアルベドは太陽高

度によって大纒に変化する。

　この依存関係の特徴が図2．2に示されている。太陽高度が大きい場合には，直達放射に対する水面の

アルドベは数パーセント以下である。一方，太陽が水平線に接近するに伴ってアルベドは増加し，数十

パーセントの大きさに達する。散乱放射に対する水面のアルベドはほとんど変化せず，約0．10である。
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表2．3　自然表面のアルベド

表面の種類　　　アルベ　ド 表面の種類　　　ア　ル　ベ　ド
雪　　及　　び　氷　　原 　　◆k地，草地，ツンドラ

新しい乾いた雪面

ﾃい湿った雪面

?れた雪面

C　氷　原

0．80～0．95

O．60～0．70

O．40～0．50

O30～α40

オオムギ・コムギ畑

oレイショ畑

潤@タ　畑

ｯ　　　地

｣燥ステソプ

cンドラ

0．10～0．25

O，15～0．25

O．20～025
O．15～0，25

O．20～0．30

O，15～0．20

裸　　　　地　　　　面

樹　　　　林　　　　地

黒い土屡面

ｼった灰色土壌面

｣いた粘土，灰色土

｣いた明るい砂土

0．05～0．15

O．10～0．20

O．20～0．35

O．35～0．45

針葉樹林

L葉樹林

0．10～0．15

O．15～0．20

瓦
ぞ

ミ

1、0

0．5

　　　　0　　　　　　　　30　　　　　　　60　　　　　　　90

　　　　　　　　　　　　太陽高度，度

図2．2　太陽高度による直達放射に対する水薗アルベドの変化

　地球一大気系のアルベドは，地表面のアルベドに比較して，非常に複雑な性質をそなえている。

大気中へ入射する太陽放射の一部は，大気の逆向き散乱によって反射される。雲がある場合には，放射

のかなりの部分が雲の表面で反射される。雲が完全にない場合，または部分的にある場合には，地球一

大気系のアルベドは地表面のアルベドに密接に関係している。

　雲のアルベドは雲層の厚さによって変化するが，その平均値は0．4～0．5になる。雲のない場合の地

球一大気孔のアルベドは，一般に地表面のアルベドより大きい。雲がある場合，この系のアルベドは，

地表面がある程度密に雪に覆われている場合を除いて，地表面のアルベドより大きい。

　太陽放射の反射と並んで，長波放射によって放射エネルギーの放出がかなり行われている。長波放射

による熱伝達過程の基本的特徴はつぎのようである。

　翫efan－B。ltzmanの法則から，冠絶黒体の放射はσT4で与えられる（Tは絶対温度，σはStefan一
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Boltzma簸定・数（5．67　x　10－8　W／（鵬2・Kり）。

　現在までの実験デー・タから，ほとんどの場合，地球の自然表面の放射はその温度に相当する完全黒体

の放射に近いことが知られている。そして，多くの場合，完全黒体の放射への放射の観測値の姥，すな

わち放出率は0．9～LOの間にある。

　地表面からの畏波放射の最大強度の波長域は射出面温度によって変化する。放射エネルギーの大部分

は5μmから数十μmまでの範囲にある。

　地表面から射鵡される長波放射流束のかなりの部分は，大気の下向き放射によって補償される。雲の

ない場含には，大気の下向き畏波放射は主として大気中の水蒸気と二酸化炭素量によってきまる。大気

オゾンの影響は，上にあげた2要素に比較するとかなり少ない。

　水蒸気ならびに二酸化炭素は，ある～定のスペクトル域で主として長波放射を吸収する。それゆえ，

大気の長波放射はスペクトル的にみると非常に不均質である。水蒸気の最も強い吸収帯は5～7．5μm

の長波域にある。一方，9～12μmの波長域では，放射の吸収は比較的に弱い。二酸化炭素ガスはいく

つかの吸収帯をもっている。そのなかで最も強いのは13～ま7μmの波長帯である。

　大気中の二酸化炭素ガスの含有は余り変化しないが，水蒸気含量は気象条件との関係で大幅に変化す

る。それゆえ，空中湿度の変化は大気放射に影響を与える重：要な要因である。

　雲があると，大気の下向き放射は一般に大幅に増加する。普通，低層雲と中層雲は十分に密なので，

その温度での完全黒体として射出する。このような条件では，有効放射は基本的には地表面と雲の下層

面との間の温度差によって決まる。もし，この差が小さいと，有効放射も0に接近して．くる。

　高層雲の密度は低いので，それからの放射は完全黒体のそれより少ない。高層雲の温度は比較的に低い

ことを考えると，有効放射への高層雲の影響は低・中層雲に比較して小さいと結論できる。

　したがって，地表面の有効放射は主として，地表面の温度，空気の水蒸気含量および雲量によって決

まる。上にあげた諸要因との関係で，有効放射は0に近い値から数十W／m2まで変化する。

　地球一大気系の放射は，大気を透過してくる地表面からの放射の一部と大気放射とからなっている。雲

のない場舎には，波畏9－12μm域内の地球表面からの放射が，地球一大気系の放射のなかで大きな役割

を果たしている。完：全雲天時には，雲層上面からの放射が車越的な役割を黒たし，それは雲層上面の温

度によって変化する。雲層上面の温度は地球表面の温度より著しく低いので，雲は掌宙空間への長波放

射による熱放出を著しく減少させる。

　エネルギー（熱）バランス式は，基本的な物理法則の一つ：エネルギー保存則：の特殊の表現である。

この式は，大気圏，水圏および岩石圏の種々な空間および表面について作成できる。地球表面の一部に

ついてのバランス式ならびに地球一大気系のためのバランス式が最も普通に利用される。地球一大気楽

のバランス式は，地球表面上の単位空気柱のバランス式そのものである。

　地表面のエネルギーバランス式には，地表の単位表面と周辺空聞との間のエネルギー流束がすべて含

まれている。これらのエネルギー流束のなかで，放射熱流東は純放射そのものである。

　純放射の正の値または負の値は，いくつかの梅鉢束の和に等しくなる。地表面の温度と気温とは一般

に違っているので，下表面と大気の間に熱の流れが生ずる。この熱の流れは分子熱伝導と乱流熱伝導に

よって支配されているが，主として後者によって支配されている。

　もしも表面温度とより深層との聞に温度差があると，地表面と岩石圏または水圏のより深い層との間

に顕熱の流れが生ずる。この場合，土壌中への熱の流れは分子熱伝導によって決定され，水体内の熱伝

導は一般にある程度，乱流的難題をそなえている。

　蒸発への熱放出（潜熱伝達）は，地表面のエネルギー収支：において重要な役割を果たしている。蒸発

は地表面の水分含量，地表面温度，空中湿度および接地気層内での乱流交換強度によって変化する。乱

流交換強度は地球表面から大気中への水蒸気の輸送速度を決定している。乱流交換強度が関係しているの

ので，潜熱伝達の法則は多くの点で地表面と大気間での乱流熱交換の法則に似ている。
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　水蒸気流束の方向の変化に応じて，潜熱伝達の符号も変化する。もしも水蒸気流束が大気から地表薗

へ向いている場合には，潜熱伝達は水蒸気の凝結により熱の供給にかわる。

　エネルギー収支式を作成するため，純放射をRで，顕熱伝達をPで，地表面から下層への熱流束をAで，

そして潜熱伝達（または凝結による熱発生）をLEで表わそう（Lは蒸発の潜熱，　Eは蒸発速度）。そ

の他の収支：項は上にあげた熱流束に銘較して非常に小さいので，第1近似としてエネルギー収支式は次

のように表わされる

R二LE十P十A （2．4）

放射流管（再放射）は地表面ヘエネルギー流入のとき正の符号を，他の項は地表からエネルギー流出の

とき正の符号をとる。多くの研究でエネルギー収支項の：全く別の符号システムが利用されていることを指

摘しておこう。そのようなシステムとしては，収支項のすべてが正なら正の，または負なら負と，すべ

て同様な符号をとるものがある。このような記号システムはより論理的であるけれども，若干困難な局

面に導くことが知られている。たとえば，潜熱伝達および顕熱伝達が地表面から大気中へ向いている場

合には，それらは負の量として研究しなければならない。これは実際の感覚に反している。

　図2．3はエネルギー収支式に含まれている各墨流策を図式的に示している。

図2。ろ　地表面でのエネルギー収支

　（2，4）式に含まれていないエネルギー収支項のなかで，地表面上での氷や雪の融解に使われる熱（

または水の凍結時における熱放出）が，量としては最大である。一般に，平均化期悶が大きい場合（例

えば，尊父）には，水の凍結や氷・雪の融解に関係した熱量は，主要熱収支項に比較して非常に小さい。

しかしながら，ある場合（たとえば，中・高緯度地域の融雪時期には）には，この項を追加項として（2．

4）式につけ加えなければならない。

　その他のエネルギー収支項一空気流，波浪および潮汐エネルギーの逸散による熱流束，地表面温度と

違う温度の降雨によって運搬される熱流東（正または負），ならびに光合成へのエネルギーの消費やバ

イオマスの酸化による熱放出一は，平均化期聞をどう取っても主なバランス項に比較して一般に非常に

小さい。

　これからの例外は例え可能であるとしても，比較的に稀れである。そのような例としては，長年の光

合成過程を通じて貯えられた多量の熱が一度に急速に放出される山火事がある。

　（2．4）式は線型であるので，熱流束を示している各収支項は，一定の期間の各項の積算値で表わす

ことができる。この場合でも，エネルギー収支式の形は変化しない。
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地表薗からより深屡への熱流東Aは，岩石圏または水圏の上層のエネルギー収支式を用いると決定で

きる。もしも，地表画上部から非常に深い層までの鉛蓬柱のエネルギー収支式を考えると，次の式がえ

られる

A＝B十Fo （2．5）

ここではFoは対象とする鉛直柱と周辺の岩石圏または水圏との水平的熱交換流束，　Bはある期間内にお

ける鉛直学内の貯熱量の変化（図2．4）

即今

@B

図2．4　岩石圏と水圏の上層のエネルギー収支モデル

　地殻中心からの熱流東は窯なエネルギー収支項に比較して無視できるほどに小さいので，鉛直柱下面

からの鉛直熱流束は0とおくことができる。

　量Foは対象としている鉛直柱の側壁を出・入りする熱流束の差に等しい。流れがあり，大規模乱流の

作用のための大きな水平熱伝導率をもつ大きな水体内では，F。は大きな値になる。

　土壌の熱伝導率は小さいので，岩石圏内でのFoは一般に小さい。それゆえ，陸地ではA聯Bとなる。

年聞平均をとると，土壌の上層は冷却も加熱もされないので，陸地条件では累年平均をとると，A二B

＝0になる。

　面積と深さがある程度大きい閉じた水団のエネルギー収支を全体として研究する場合には，水体と底

との間の熱交換は主なエネルギー収支項に鎗毒して一般に小さいので，AとBとはほぼ等しくなる。し

かしながら，大洋やその他の水体（海や湖）の特定の部分のエネルギー収支を研究する場合には，Aと

Bとは大きく違ってくる。それゆえ，そのような場合には，地表面から深層への熱流束の年平均値は0

にならない。そして，それは海流や大規模乱流によって水圏を通して鉛直柱内に出・入りする熱量に等

しくなる。すなわち，A漏Foになる。

　したがって年平均をとると，陸地のエネルギー収支式は下のようになり

R＝LE十P （2。6）
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海洋条件でのエネルギー収支式は下のようになる

　　　R・＝L珍十P十Fo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．7）

若干の場舎には，上の二つの式は更に単純になる。すなわち，蒸発が0に近い砂漠条件下では，（2，6）

式はR＝Pになる。世界全体の海洋を考える場合には，相互補償作用のために海流による熱配分は0に

なるので，（2．7）式は次のように変形できる。

　　　R＝L鷺十P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2，8）

　地球一大気系のエネルギー収支式を導くには，大気全層および水圏・岩石圏で温度の著しい季節（ま

たは日）変化が完全に消失するレベルに致るまでそれらの上層を貫いている鉛直柱への熱エネルギーの

流入・流出を研究しなければならない。

　ここにあげた鉛直柱と世界空間との聞の熱交換は，その二五柱の純放射Rsに等しい。この純放射は，

この空間柱に吸収される太陽放射量とその空間から射出される全長波放射量との差に等しい（図2．5参

照）。地球一大気システムへの熱エネルギーの流入を表わしている時に，Rsの値は正の符号をとると考

えよう。

　温度変化の消失する層まで，岩石圏または水圏内の鉛直柱を伸ばすと，その鉛盧柱の底面を通っての

熱の流れは実際上0に等しくなる。

Rs
@　宇宙空間

訴騎つ翁
o矯nつ　　　　8，

◇O　B

大気圏
Fa

LE

水　圏

F。

図2．5　地球一大気システムのエネルギー収支

鉛直柱の側面を通しての熱の流れは，大気中および水圏内での熱の移流に関係している。大気中にお

ける水平輸送のための熱の流入・流出の差は，図2．5では記号Faで示されている。同様に水圏内での

それは記号鶏で示されている。
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Faの大きさは物理的にはFoの大きさに相当していることを指摘しておこう。　Faの値は，大気移流お

よび大規模乱流の作用による鉛薩空気営内への熱の流入と流出を表わしている。

　鉛直柱の表面を通しての熱交換のほかに，鉛痙柱それ自身のなかに分布している熱の吸・湧源も鉛薩

柱の熱収支漉しい影響を与えている・それらのなかで水の醸化過程，なカ・でも羅および凝結の結

果生ずる熱の流入と流出とが重要な意義をもっている。

　大気中での難によ・て放出される熱は・雲および霧のなかでの桶の難と蒸慰こ関係している熱

の流入と流出の差にひとしい。十分に均質な面上では，大気中での凝結と蒸発の差の長期闘平均値は，

麟糧・に乳い・この場合に1ま・熱の放瞳はL・となる．このエネ・レギー収支項は，嫡の灘に

際しての熱の流出と凝結に際して熱の流入との差そのものを表わしている。しかしながら，土地条件が

違っている場合，同様に積算期間が短い場合には，その差とLrとは違ってくる。

冷麺からの灘（雄・営門生麺力・らの羅とこれらの表面へ噸結との差）1こよる熱放出

はLEとなる。対象の鉛直空気柱のエネルギー収支への凝結と蒸発の総合的影響は，近似的にはL（r

－E）で表わすことができる。

　鉛直柱のエネルギー収支の他の項のなかでは，期間全体の間での鉛塵柱貯留熱量の変化を考慮しなけ

ればならない。その他の残りの項（機械エネルギーの逸散による熱流入，氷の融解による熱流出とそれ

の形成によ礁流入との差・船成への轍出および轍三酸化による熱流入など）1ま，鵜一大気

系のエネルギ取支においては斜大獣よ役割を果たさない。それゆえ，それらの項撫視できる。

　地球一大気系のエネルギー収支式は，次のように表わされる

　　　Rs＝Fs十L（E－r）十Bs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．9）

ここでF・＝砺＋F・である・上式で額がこの鉛醜内への熱流入を示している時に，正の符号をと

るとしよう。年平均をとると，Bsの大きさは0に近くなり，（2．9）式は次のように変形できる。

　　　R・＝F・＋L（£一・）　　　　　　　　　　　　（2．、0）

陸地条件では，上式は次のようになる

　　　R・＝F・＋L（韮）一r）　　　　　　　　　　　　（2．1i）

鯛をとり地球全体を対象にすると・駄・となり，さらに大気圏および燗内での水平繍送は。

に等しくなるので，地球一大気系の全体についてのエネルギー収支方式は，次のように簡単になる：

　　　Rs；0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．12）

　大気のエネルギー収支式は，関連二流束の和として，また地球一大気系のエネルギー収支式と地表面

のエネルギー収支式との差として求めることができる。

大気勅純放射R・はR・一Bとなり・大気物乞熱量の変化B。はB、一Bになることを考慮すると，

次式が求まる

　　　Ra＝Fa－Lr－P十Ba

一方，年平均をとると次のようになる

　　　Ra＝Fa－Lr－P

（2，三3）

（2．14）

2．ろ　エネルギーバランス項の分布

地細エネル些収支の研究は濯潜力溌明され汰気凹面へ謝する太陽放射量を灘．季第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一26一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むごとに計算できるようになった19世紀に始まった。今世紀の10～30年代に，Schmidt，　Angstrom，　A沁一

recbtおよびSavinOvは，地球上の各地域の地表面のエネルギー収支項を決定した。

　著者ならびに協同研究者は，各月および年平均条件について地表面のエネルギー収支項の世界地図を

作成した。この地図は1955年にく熱収支地図〉として発表された。その後の研究を通じて，この地図は

正確にされ補足された。そして，その結果は地球一大国乱のエネルギー収支項の分布麟のいくつかを加

えて，圭963年にく地球熱収支地図》として発表された。

　第2回の熱収支地図が出版されたあと，それまで日射観測所のなかった多くの地域でなされた大陸上

の日射観測データが多く蓄積された。これらの期間における海洋上での日射観測資料の広範な収集は，

特に大きな意義をもっている。これによって水体の放射状態の特徴を解明できるようになった。乱流拡

散に関する研究の進展によって，海洋表面と大気との間の乱流熱交換および蒸発に関してそれまで用い

られてきた計算法を正確にすることが可能となった。

　観測資料の収集ならびにエネルギー収支項の決定法の発展によって，現在までに発行されている地図

に比較して，より正確な新しい熱収支旗界地図の作成が可能となった（Budykoら，1978）。

　これらの新世界地図の作成にあたって，地表面のエネルギー収支式としては，上に説明したと同様な

次式が利用された。

R＝LE÷P十A （2．15）

ここでRは地表面の純放射，LEは蒸発による熱損失，または凝結による地表面への熱供給，（Lは蒸

発の潜熱Eは蒸発また凝結の速度），Pは地表面と大気との間での乱流熱流東（以下顕熱伝達という），

Aは地表面と拳蟹下層または事体下層との間の熱堅甲。

　（2。15）式において，純放射Rは次のようにおくことができる。

R篇Q（1一α）一王

ここでQは地表面へ入射する全天日射，αは地表薩のアルベド，1は有効長波放射。Rは，地表面へ放

射エネルギーを与える場合に正の符号をとる。その他のエネルギー収支項は，それが熱の放出を表わし

ている時，正の符号をとる。

　つぎに，年平均条件について，地表面のエネルギー収支項の世界地図を引用しよう。これらは，上に

説明したエネルギー収支に関する最近の研究から生まれた地図に基づいて作成された。それらの前の地

園では，エネルギー収支項の値はkca1／（c㎡yr）俵たはkca1／（（㎡month）で表わされていたが，こ

こで説明する地図では，エネルギー収支項はW／含n2の単位で表わされている。1W／価2は0．75　kca1／

（c㎡yr）または0．063　kc綴／（c孟month）になることをあげておこう。次に説明する海洋についてのエ

ネルギー収支項の6｝布地図は，Strokinaによって十分正確にされていることを指摘しておこう。

　図2．6にみられるように，地球上の平均年間疑射量は80W／m2以下から280W／而2以上まで変化する。

陸上ならびに海上でのB射量の最大値は，北半球および南半球の高気圧帯でみられる。極地へ移動する

伴って，日射量は減少する。撮射量は赤道地帯においても若干減少する。これは，この地帯で一年を通

じて曇天の出現する確率が高いためである。

　日射量の等値線の分布は，基本的には成帯的特徴をそなえている。しかしながら，その特徴は雲の分

布の不均質さのために大きく乱れてくる。成単性の乱れは両半球とも中緯度地帯でみられる。これは，

それらの地域で低気圧活動が非常に強くなるためである（カナダの南西沿岸部，ヨーロッパ北部，南ア

メリカの南部沿岸など）。この他，貿易風逆転層および寒流の作用する赤道海洋の東部ならびにモンス

ーン環流の作用地域（インド半島，アジアの東部沿岸域，北西インド洋）でも乱れている。

　冬の月における猛射量分布に関するデータを研究する場合，冬の半球では極へ接近するに伴って臼射

量が急滅するのに注意しなければならない。これは，極へ接近するに伴って，南中時の太陽高度が急減
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し，日長が短くなるためである。それと同時に，冬期においては，艮射量の緯度闘変化の大きいのが特

徴である。すなわち，低緯度地帯での約200～220W／届2から，その時期巳射が入射しない極地帯での

0まで変化している。

　冬の半球で月間日射量の最大がみられるのは，赤道モンスーン作絹域である。それは，この季酷には

この地域の雲量が少なくなるためである。

　夏の期間における巳射分布の特筆すべき縛徴は，全半球にわたってその値が大きく，しかも地理的変

化の・」・さいことである。最大の太陽放射量は，熱帯および亜熱帯の砂漠でみられ，300W／m2以上にな

る。夏の期生には，ヨ射エネルギーの高い値が極地域でもみられる。これは低い太陽高度の影響が著し

く長い日長によって相殺されるためである。夏の季節における日射の最大値は爾極の中央域にみられる。

1月の平均月間値は沿岸部での250～300W／m2から大陸内部の450　W／m2まで変化している。この

値は熱帯砂漠地帯の値：を上園っている（Marsh㎜Ova，1980）。

地球麺の純放射に関するデータが図2，7に示されている。地球の陸地麺の純放射の平均輔値は，

南極での一7W／m2，北極中央地域での0に近い値から赤遵地帯の120～1εOW／m2まで変化している。

　高緯度および中緯度の各地理帯は，つぎのようにそれぞれ定まった平均的な純放射量をもっている：

北極ツンドラは15W／m2以下，ツンドラ・森林ツンドラ磁5～25W／m・，斗ヒ部・中部タイガ＿は25～40

W／m2，南部タイガーは40～50W／m2，混合林・針葉樹林・広葉樹林・森林草原および中緯度草原は50

～70W／m2。

　亜熱帯，熱帯および赤遵地帯では，大気大桑環の特徴によって雲量状態および湿度状態に著しい違い

がもたらされる。このため，この地帯の年闘純放射量は70から130W／m2の間に変化している。この場

合，純放射量の最低値は，亜熱帯と熱帯の砂漠地帯でみられる。これは，砂漠地帯のアルベドが大で，

かつ雲量が少く空気が乾燥していて地表薦温度が高くて，長波放射による熱損失が大きくなるためであ

る。
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　図2．ア　地球表面の純放射量（平均年間値）の分布（W／m2）

　それぞれの月についての純放射量の錯痛資料から，純放射の平均月間値の最早は高緯度地帯でみられ，

冬季における一15～一30W／m盆および夏季における約65W／m2になることがわかる。北半球の中緯度

帯では，純放射の平均月間値は玉織における一15～一30W／m2か日7月の110～145　W／m2の間に変

化する。熱帯の赤道域外地域の冬至時期には，純放射の月聞値は55～65W／m2となり，夏の期間の最

大値は145～160W／m2に達する。そして，それは砂漠地域および赤道モンスーン域での85～95W／m2

まで減少する。

　地図に示されている海洋表面上の純放射分布は，日射量の分布によく似ている。海洋上の平均年間純

放射量の最大値は200W／m2に近い。氷に覆われていない海面上での平均仏閣純放射量の最小値は，浮

氷群の境界線付近でみられ，約20～爆OW／m2になる。氷に覆われていない海洋面上の純放射の平均年

間量は正になることを指摘しておこう。

　冬期には，海洋の純放射量は赤道地帯の140～160W／m2から中緯度地帯での絶対値で余り大きくな

い負の値（三一30W／m2）まで変化する。この場含，純放射量は両半球とも45。以上では：負の値になる。

　夏の期間には，海洋の純放射の平均月間値は最大になる。すなわち，熱帯海域では200W／m2以上，

そして蕩緯度海域では130～140W／m2以上になる。夏の月における純放射量の分布は冬の月のそれと

違って，成帯分布から大きく外れている。そして，純放射量の増大域ならびに滅少域は，雲量の増加海

域および減少海域に苅応している。

　年間潜熱伝達量の分布が図2．8に示されている。陸地上の潜熱伝達量の分布の作成には，平坦地域上

にある観測点での蒸発の累年平均月間量の計算値が用いられた。山岳地域の潜熱伝達量は高さに伴う蒸

発量の変化に関するデータに基づいて評価した（世界の水収支と地琢の水資源，1974）。

　海洋の潜熱伝達量（同様に顕熱伝達量）の平均月間値の計算には，大西洋，インド洋ならびに太平洋

の各水域での多年にわたる船舶観瀾の資料を利用した。

　薩上での潜熱伝達量の年閣値の分布の研究から，その値の変化物は約110W／m2になることがわかる。

十分に多湿な地域では，平均年間潜熱伝達量は高緯度地帯から赤道域へ向けて純放射量が増すに伴って
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増大する。すなわち，大陸の北極洋沿岸地域の10W／m2以下から南アメリカ・アフリカ・インドネシア

諸職の湿潤熱帯林での80W／m2以上の億まで増大する。水分の不十分な地域では，潜熱伝達量は気候

の乾燥度によって決まり，気候の乾燥度が増すに伴って滅少する。熱帯砂野地：方では，潜熱伝達量の平

均年間値は最低で，わずか数W／m2である。
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図2．8　潜熱伝達量の分布（W／m2）

　潜熱伝達量の年変化は熱エネルギー資源および水分資源によっても影響される。十分多湿な条件をも

つ熱帯以外の地域では，潜熱伝達量の最大値は，純放射量の年変化との関係で夏にみられる。そして，

それは80～100W／m2に達する。冬季には潜熱伝達量は小さい。水分の不足する地帯では，潜熱伝達量

の最大値は一般に暖候期に観測される。しかしながら，最大潜熱伝達量の時期は水分条件との関係で非

常に変化する。砂漠地帯では，LEの年変化は降雨の年変化によってきまる。

　熱帯の湿潤気候域では，潜熱伝達量は1年を通じて大きく約80W／m2である。降雨量が季節的に低下

する地域では，潜熱伝達量が若干低下する。しかしながら，その年変化の振幅は比較的に小さい。十分

明瞭な乾期をもって地域では，潜熱伝達の最大値は雨期の末期に，そして最小値は乾期の宋期にみられ

る。

　全地球上の陸地全体（南極を含めて）についての年平均潜熱伝達量は38W／m2になる。

　海洋上の潜熱伝達の平均乱闘量の分布は，一般的には純放射の分布に似ている。図2，8に示されてい

るように，潜熱伝達量の平均値の変化はかなり大きく，熱帯地方での160W／m2以上の値から氷原境界

付近の約40W／m2まで広がっている。赤道地帯では，平均潜熱伝達量は，それより高緯度帯の値より

若干低下する（130W／m2以下へ）。それは赤道地帯で雲：量および湿度が増加するためである。

　海洋面からの蒸発の熱源としては，純放射の熱エネルギーの他に，海流によって運搬されてくる熱エ

ネルギーも使われている。それゆえ，潜熱伝達量の成帯分布特徴は，暖流および寒流の作用する海域で

は著しく乱れてくるqこのことは図2，8の上によく示されている。潜熱伝達の平均年間量の最大値は北

半球でみられ，湾流海流域で220W／m2以上，黒潮海域で約210W／m2になる。これらの海域では，今
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候季に北米大陸およびアジア大陸から比較的に低湿度の空気が移流してくるため，また水温が高いため

に湿度差が大きくなる。

　海洋からの潜熱伝達の平均年闘量は，主として秋一冬期間の量に関係している。冬期における潜熱伝

達量の分布は年差値の分布に似ている。冬期には，暖流の影響が強くなり，このために個々の海洋の特

徴が明瞭に現われてくる。すなわち，中緯度の北大西洋での潜熱伝達量は太平洋の同緯度帯でそれの2

倍以上である。潜熱伝達量の最低値は大西洋と印度洋の南半球の中緯度帯でみられる。水温の姥較的に

低いこれらの海域には，低緯度地域からより暖い気団が流入してくる。このために潜熱伝達量は小さく

なる。

　夏になると，潜熱伝達量への暖流の影響は，海流のエネルギー資源が滅嘉するために弱くなる。夏季

には平均風速が弱くなり，そして水一気温差が滅少するために，蒸発への熱放出は著しく低下する。そ

れと同時に，それぞれの海洋面上での潜熱伝達量の違いが小さくなる。

　年間三熱伝達量の分布図が図2．9に示されている。地表面と大気との間の顕熱伝達の平均年間値の最

大は熱帯砂漢地帯でみられ，70－80W／m2に達する。気候の湿潤度が増すにつれて顕熱伝達量は減少

する。すなわち，湿潤熱帯森林地帯では平均年間顕熱伝達量は15－40W／m2である。より高緯度帯へ

移動するに伴って，顕熱伝達量は純放射量の減少につれて低下する。北半球の大陸の北部沿岸地域では，

顕熱伝達量は10W／m2以下になる。中緯度地帯の十分に多湿ないくつかの地域でも，上のような低い値

がみられる。

　顕熱伝達の年変化には，純放射の増加につれて顕熱伝達量も増加するという法則性がある。このため

に，赤道以外の地帯では，顕熱伝達量の最大値は夏に，最小値は冬にみられる。この場合，南北両半球

の40度以上の地域では，1年を通じての顕熱伝達の方向が逆になる。冬季には，地表面は乱流熱交換に

よって大気から熱を獲得している。しかしながら，大気からの熱伝達量は小さく，極北地域でもそれは

10W／m2以下である。
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図2．9　顕熱伝達量の分布（W／m2）
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　繭弥終半球とも，赤道から40度までの大陵表面は，1年を通じて乱流熱伝導によって熱を大気中へ放

出している。この場倉，低緯度地帯では，乱流下流東の年変化は湿潤度によって大幅に変化する。乱流

熱流東の月平均値の最大は降水が最小になる時期にみられる。地中海タイプの気躾をもつ亜熱帯では，

乱流三流束の月平均値の最大は夏にみられ，100W／m2に達する。砂漠地帯，とくに水面一陸地境界上

での気団変質過程が乱流熱交換に馨しい影響を無える沿岸地域では，乱流門流束の値は100W／m2以上

になる。湿潤熱帯地域では乱流熱流束はi年を通じて小さく，その月平均値は30W／m2以下である。

　1年を通じて大気との乱流熱交換によって失われる総熱量は，大陸表面の純放射の年間量の半分以下

である。

　大気と海洋表面との間の乱流熱交換量の分布図（図2．9）から，1年を通じて海洋のほとんどいたる

所で，海洋颪は熱を失っていることがわかる。海洋面からの熱伝達の最大値（潜熱伝達と同様に）は，

北半球の海洋の西部海域および北西海域でみられる。これらの海域では，乱流回流束は50W／m2以上

になる。より南の海域，とくに三年を通じて網図表面とその上に流入する空気流との間の温度差の小さ

い赤道付近では，海洋表面からの乱流熱流束は10W／m2以下である。

　南半球では，水一空気間の温度差が小さいので，乱流門流束は北半球にくらべて非常に小さい。一般

に，それは20W／m2以下である。

　大気との乱流熱交換の負の年間値（すなわち，大気からの熱の流入）は寒流のカリフォルニア海流域

および南半球の偏西流域でみられる。絶対値的には，この負の値は比較的に小さい。

　潜熱伝達と閂様に，大気と海洋の聞の乱流熱交換の年間纏は，基本的には秋から冬の期間の値に関係

している。．海流と大気大循環の作用と熱交換条件との間の最も密接な関係は，冬期にみられる。北半球で

は・冬期に海洋の失う熱量の月平均値は150～200Wアm2に，そして幣半球では約8GW／m2になる。

夏の期間には・両半球とも・大気と海溝表面との間の乱流熱交換はほとんどの所で0に近い。そして，

その値は15～一20W／m2の間にある。

　海流の作用に関係している海洋表面とより深い水層との間の熱交換量は，純放射量，潜熱伝達量，高

熱智歯量（乱流熱交換量）の算術和として決定される。

　園2．10に，エネルギー収支式の残差項として求めた熱量の年間値一海流の作爾との関係で海洋表面が

獲得したり，または失ったりしている熱の年間値の分布図が示されている。この図は，海洋表層とその

深層との間の熱的相互関係における海流と大気大循環の役割の大切さを表わしている。それと同時に，

この地図は，いろいろな海洋域での熱の再分配を縛徴づけている。

　両半球の赤道海域および熱帯海域は，年間を平均して，純放射量が大きく，しかも大気との乱流熱交

換および潜熱伝達がすくないので，海洋水は40～80W／m2の熱量を獲得している。両半球ともより高

緯度海域へ移噛するに伴って，海洋異体の貯熱は減少する。それらの海域では，潜熱伝達および乱流交

換による熱損失を補うには純放射量は不足しているので，海流によって運ばれてきた熱が深層から海表

面へと流れている。醜体から大気中への熱俵達が最も多いのは，暖流一湾流と黒潮一の作用している海

域である。これらの海域では，寒満期半年には，北アメリカ大陸およびアジア大陸からの寒冷な大陸性

気団と温暖な海洋水の間で相互作用が活発に生じている。このために，海洋面を通ってより深い層から

大気中へ多量の熱が運搬される条件が生じ，それは一圭50W／m2に達する。

　北半球の高緯度および中緯慶の海域では気温と水温との差が大きいので，暖流だけでなく若干寒流気

味の海流の作用する海域でも，上に説明したと同様なプロセスが生じていることをあげておく必要があ

る。水一気離籍の非常に小さい南半球では，海洋表面からの熱損失は絶壁直で50W／m2を田圃ることは

ない。

　寒流の作用している大部分の海域で，海洋爾は太陽および大気から獲得した熱のほとんどをより深い

層の水体に渡している。カリフォルニア海流域，ペルー海流域，フォークランド海流域および偏西流域

で深層への熱輸送量は最も大きい。
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図2．1e　海洋表面が獲得したり，または失ったりしている熱量の分布（W／m2）

　地上気象観測資料を利用する計算データから地表面のエネルギー収支項の決定精度を求める問題が，

数多くの報告（Budyko，1971ほか）のなかで研究されてきた。猛allowayとManabe（1971）は大気大

循環モデルを用いて地球表面のエネルギー収支項の世界分布麟を作成している。この結梁は注霞に価す

る。この研究では，地表面の純放射，蒸発（潜熱伝達量に比例している）そして地表藤と大気との間の

乱流熱交換の値が求められた。このようにして作成されたエネルギー収支項の分布騒をく世界熱収支地

図》（1963）の分布図と比較し，彼らは両者はよく一致すると述べている。

　地球表蔭のエネルギー収支項のいくつかを決定するのに，OortとVander狂aar（1976）は違った方

法を用いている。彼らは，地球一大気系の放射収支項の決定に，人工衛星による白煮データを利用した。

より前の報告で提示した考えを発展させながら，OortとVander　Haarとは，大気のエネルギー収支式

から地表薦と大気の間での熱流束の盤を計算した。彼らは，この流束は地球一大気長の純放射，大気全

層を貫く鉛直カラム内の貯熱量の変化，および大気大循環に関係しているこのカラム内への水平熱流の

和に等しいと考えた。上にあげた量の第1項は人工衛星からの測定データから決定した。第2項および

第3項は高履気象観測データから決定した。

　次に，地表面の純放射，潜熱伝達および地表面と大気間の乱流熱揚揚の和に等しい熱十束の緯度平均

値を年閣の各月について求めた。高層気象観測データを用いての大気大循環の影響下にある気柱内の熱

流の決定精度には限界のあることを考え，そしてOortとVo簸der　Haarの求めたエネルギー収支式の残

差項が収支式の主要項に比較して十分小さいことを留意すると，かれらのえた計算結果の精度は，十分

満足ができるといわなければならない。特に，彼らは，1月には北半球の各緯度帯で強熱流束は40から

一140W／m2の闘に，そして7月には一30から90Wアm2まで変化することを見出した。＜熱収支世界

地図〉のデータによるとそれぞれの値は，1月には40から一110W／m2の聞に，そして7月には10か

ら90W／m2の間にある。＜熱収支世界地図》の資料による上記のような諸量の決定は，エネルギー収支

の残差項と同様に大きな誤差を伴っているので，上記のような一致は地表面付近および大気のエネルギ

ー収支項の近似計算が十分満足のいく結果を与えることを物語っている。
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　地表面のエネルギー収支項の分布データを利用すると，全地球についてそれらの各項の平均値を決定

できる。

　表2．4は陸地と海洋の各緯度帯の表面におけるエネルギー収支項の年二値を示している。この表の最

下欄には，地球：全体のエネルギー収支に関する情報が示されている。

表2．4　地球表面のエネルギー収支項の緯度平均値（W／m2）

陸　　　　　地 海　　　　　　洋 地　　　　　　　球
緯度　帯 R LE P R L鴛 P Fo R LE P Fo

70～60
U0～50
T0～40
S0～30
R0～20
Q0～　10

P0～　　0

北半球

22

R2

S5

T8

U4

V4

V9

16

Q3

Q5

Q3

P9

R2

T7

　6

@9

Q0

R5

S5

S2

Q2

23

S3

U4

X0

奄Pま

P2i

奄Q4

31

S7

U7

X6

P09

P17

P04

22

P9

ﾜ6

P4

V77

一30

|23
|19
|20

|5
|3

@　13

22

R7

T4

V6

X4

P09

P14

20

R3

S5

U5

V5

X5

X3
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P3

P8

Q3

Q1

P6

P0

一　9

|　9

|　9

E一
P2

|　2

|　2

@1王

　0～10
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隅半球
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V5
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R5

6i

S5

Q8
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Q2
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R0

S3

R3

Q2

奄R
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O22

P09

X2

V2

S6

99

P13

P06

W2

T1

R5

69111169

　22

@0
|8
|1
@i5

@2
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奄P2

P00

W8
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U6
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X8

W8
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T0
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　17

@　0

|　6

|　2

@14

@　2

地球全体 50 27 23 91 82 9 0 79 66 13 o

　このデータは地表面のエネルギー収支に関する現在までの研究結果と比島できる。種々な研究者によ

って求められたエネルギー収支項の相対値（太陽定数へのパーセントとして）が表2，5に示されている。

表2。5　地球表面のエネルギー収支（エネルギー収支項は大気

　　　　外面上に入射する太陽放射量へのパーセントとして表

　　　　わされている）

工 ネ　　ル ギ　　一 収　　支　　項
研　　　究　　　者

吸収日射量 有効放射量 純放射 潜熱伝達 顕熱伝達

Dines（1917） 42 王4 28 21 7

A翌t（1929） 43 27 16 16 0

Baur・Pb　i玉ipps　（　1934　） 43 24 19 23 一4
Houghton（1954） 47 亙4 33 23 10
Lettau（1954） 51 27 24 20 4

熱収支地図（1955） 42 重6 26 2i 5

地球熱収支地図（ig63） 43 王5 28 23 5

Budykoら（1978） 46 15 3i 26 5

　この表の最後の3欄に示されているデータから，エネルギー収支項の世界分布の正確化によって，吸

収日射量，純放射量そして潜熱伝達量が若干多くなっていることがわかる。最近の著者ら（Budykoら，
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1978）の研究でえられたエネルギー収支項の相対値は，1950年代にHoughto職のえた結黒（顕熱伝達量

を除いて）に近い。

　地球一大挿頭のエネルギー堰支項の最初の討算は，今世紀の20～30年代に，Simpson，　Bauτ，　Phi玉ipps

およびTro11によってなされた。　Vin謡kovは1963年にく地球熱収支地図》を発表し，地球一大気系の

純放射，大気中の凝結熱放出，気流による熱輸送の世界地図を作成した。1960年代宋になると，気象衛

星による地球観測の発展によって，観測資料から地球一大気系の放射状態に関する各要素の分布図を，

直接作成することが可能になってきた。この種の分布図の最初のものには，積算期聞の種々異なるデー

タが含まれていた（たとえば，Raschke，M611er，Bandeen，1968）。その後これらのデータを用いて，

放射状態の各要素の長年平均値の分輝輝が作られた（Vonder　Haar　and　Suomi，亙969；R呂schkeら，

1973；Ellis　and　Vonder　Haar，欝76；Stephe漁sら，1981その他）。

　地球一大降等のエネルギー収支式は次のように表わされる。

Rs；Fs十L（E－r）十Bs （2．16）

ここでRsは地球一大気系の純放射，　Fsは大気圏または水圏内での水平運動による熱の流入または流出，

L（E－r）は潜熱伝達による熱損失と凝結による熱供給との差（凝結速度は降雨強度rに比例すると

した），Bsは大気全層および水圏（または岩石圏）の上屡を貫いている鉛獲カラム内の貯熱量の変化速

度。

　純放射量はQs（ま一αs）一Isに等しいと考えられている（Qsは大気上面での太陽放射の入射量，

αSは地球一大気系のアルベド，Isは宇宙空聞へ逃げる長波放射）。項FsはFa十Foに等しいと考える

ことができる。第1項Faは大気中における熱の一再分配を，第2項はFoは水圏内における熱の再分配を

示している。

　気象観測の資料から計算した地球一大気室のエネルギー収支項の緯度平均値（Budyko，ま974）が表

2．6に示されている。この表で，Qaは地球一大気系の吸収日射量を，王sは大気外面での長波放射を表

わしている。これら2項の差は地球一大気系の純放射Rsに等しい。大気中の水平運動による全熱配分量

はFa十L（E－r）で与えられ，　Caで示されている。

　表2．4と表2．6のなかのFoの値は，それぞれ違った方法で求められているので若干違っている。

　表2．6の左側の上半分と右側の下半分は，暖候期半年間を，そして左側下半分と右側上半分は寒候期

半年間を示している。

　この表の研究から，吸収放射量は逸出放射量を決定している唯一つの要因でないことがわかる。高緯

度地帯および中緯度地帯では，寒鮒期においては（南半球の高緯度地帯では1年忌通じて），主なる熱

源は大気大循環によるより低い緯度帯からの熱の輸送である。

　海洋中での熱交換の2過程のなかで，海洋表層内の熱の季飾的な蓄積と放出とがより重要である。い

くつかの緯度帯では，エネルギー収支のこの項の大きさは，逸出放射量の25～30％に達する。特定な

海域では海流による熱輸送は宇窟空間への放射の15～20％になることがあるが，海流による熱の再配

分の役割は小さい。また対象として海洋のエネギー収支項の値は各緯度帯の全面積について求められて

いることを注意しておく（このため，多くの場合において，その値は海洋表面種について求めたこのエ

ネルギー収支項の値に比較してi著しく小さくなっている）。

　表2．6の資料から，エネルギー収支の他の項の値を用いて逸出放射量を計算するには，表に示されて

いる全収支項を考慮しなければならないことがわかる。

　表2．7に，衛星観測資料の最近の報告（Stephensら，1981）から求めた地球一大日系の放射状態の

各要素の緯度平均値が示されている。
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表2．6　二半年間についての地球一大気系のエネルギー収支項

　　　　　　の緯度平均纏（W／m2）

第1半年（ 4月一9月） 第2半年（10月一3月
）

緯 度
Qa Ca Fo Bs Is Qa Ca Fo Bs 亙s

80－90 123 一72 0 13 182 1 一145 0 一玉3 159

70－80 131 一69 0 13 187 8 一148 0 一｝3 169

北 60－70 183 一29 一6 19 199 29 一107 一24 一19 179

50－60 233 o 一20 44 209 64 一75 一8 一44 191

半 40－50 269 16 一32 62 223 103 一46 10 一62 20ま

30－40 306 22 一26 68 242 151 一　15 11 一68 223

球 20－30 3三8 3玉 一6 46 247 218 14 10 一46 240

10－20 313 38 i4 22 239 271 29 16 一22 248

0－10 293 2王 玉5 一　1 238 298 34 23 1 240

0－10 287 37 35 一24 239 313 38 12 24 239

10－20 258 4王 15 一40 242 329 55 一5 40 239

串躍 20－30 206 2三 5 一54 234 328 55 一19 54 238

30－40 142 一　6 一6 一67 221 301 32 一23 67 225

半 40－50 9嘆 一3三 一25 一55 205 253 0 一10 55 208

50－60 53 一62 一41 一40 196 204 一一 S亙 一10 40 195

球 60－70 16 一151 0 一13 藁80 130 一68 0 霊3 i85

70－80 嘆 一圭56 0 0 i60 70 一103 0 0 173

80－90 0 一140 0 o 140 54 一110 0 0 董64

表2．7　地球一大気系の放射状態の各要素の緯度帯平均値（W／m2）

6　　　月 13　　月 年　　　間

αS
Is Rs

αS
Is Rs

αS
Is Rs

北半球

90－80

W0－70

V0－60

U0－50

T0－40

S0－30

R0－20

Q0－10
P0－　0

0．75

O．54

O．42

O．39

O．35

O．28

O．25

O．24

O．26

207

Q11

Q2i

Q22

Q35

Q54

Q68

Q5i

Q33

一77
@　19

@　60

@　73

@　81

@　92

@　86

@　90

@　73

　一

@｝
O．69

O．55

O．46

O．37

O．30

O．26

O．26

177

P56

P67

､82

P98

Q22

Q51

Q59

Q50

一177

|156

|164

|156

|129

|97
|63
|　13

@　38

0．67

O．57

O．46

O．41

O．36

O．31

O．26

早D24

O．25

177

P79

P91

Q01

Qi7

Q39

Q58

Q54

Q41

一118

|97
|72
|46
|18
@　　6

@　25

@　55

@　72

繭半球

　0－10

P0－20

Q0－30

R0－40

S0－50
T0－6◎

U0－70

V0－80

W0－90

0．22

O．21

O．24

O．30

O．39

O．47

O．72

@｝

@一

261

Q73

Q60

Q29

Q09

P95

P72

P46

gO

　　24

|28
|70
|100

|137

|166

|169

|146

|110

0．25

O．24

O．23

O．27

O．33

O．42

O．49

O．64

O．75

246

Q53

Q62

Q49

Q29

Q16

Q09

Q00

ﾊ90

　　85

@　108

@玉24

@126

@116

@　83

@　52

E一@7
|54

0．23

O．23

O．24

O．29

O．35

O．42

O．51

O．64

O．70

251

Q62

Q59

Q39

Q18

Q03

ﾊ85

P59

P35

　　70

@　52

@　33

@　　12

|　16

|51
|　77

|　92

|83
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　図2．1玉は地球一大気系の純放射の年間緯度帯平均値を示す。瀬上で，Rsノはく地球の熱収支地園》

（藁963）から，Rs”はEllisとVonder　Haar（1976）の報告から引用した。同図上には，逸出長波放

射の年間緯度帯平均値（三Sノ，IS”）も示されている。図からわかるように，計算方法及び人工衛星の

観測データから寄接に求めた地球一大気系の純放射及び逸出放射の値は若干違っている。このような差

は，それぞれの方法で両老を決定する場合の誤差に関係している。直接に人工衛星データから求めた結

果が，謝算法のデータより高い精度をもっていると考えることができるだろう。
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図2．11

60　　　　30

北　半　球

0 30　　　　60

南　半　球

地球一大尊堂の純放射と逸出長波放射の緯度に

よる変化

90

　しかしながら，気候学的欝算法による結果（実線）と衛星観測による結果（点線）との違いは，一つ

の：方法が他の方法より優れているといえないほど小さい。すなわち，とくに，南極大陸の緯度帯を除く

全緯度帯において，観測法と討算法で求めた純放射量は，それぞれの方法による純放射量決定の確率誤

差以上には違ってはいない。逸出放射量の値は北半球の中・高緯度帯では完全に一致している。これは，

それらの地帯で完全な気象観測資料を計算に利用できるためである。南半球の中・低緯度帯での逸畠放

射の両方法による決定結果の差は，この地帯では衛星観測のデータの方が高い精度をもっていることを

証明しているように思われる。すなわち，この緯慶帯での気象観測データは確実な計算のためにまだ不

十分である。しかし，この場合でも，両方法による逸出放射の計算結果の差はその値の1G％以下である。

　上にあげた二つの方法による放射量の決定の確率誤差は数％以上であるので，王s決定の片方の方法が

高い精度をもつことで生じている系統誤差がこの場含にも存在するという問題は未解決のままである。

　エネルギー収支項に関して現在えられている資料を利用すると，地球全体のエネルギー収支の様子を

明らかにできる。

　太陽定数を1368W／m2，地球のアルベドを約0．30とすると，惑星地球に吸収される太陽放射は237

W／m2になる（これは図2．12上でQsaで表わされている）。このうち157W／m2だけが地表面に吸収さ

れる（Qa）。残り｛弟W／m2は大気申で吸収される。

　地表面の純放射量は105W／m2になる。そして，吸収放射量と純放射量との差に等しい地表面からの

有効放射量は52W／瓢2になる（記号王で示されている）。

　地球が長波放射によって宇宙空間に失う全逸出放射量は，吸収した太陽放射量に等しく，Isで表わさ

れている。比1／Isは比Qa／Qsaより著しく小さい。これは地球の放射状態に対する温室効果の影響
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を特徴づけている。105W／m2という地表面の純放射の値は，温室効果の存在を示すもう一つの証拠で

ある。

　純放射エネルギーは，水の蒸発（図上に円のなかのしEで示されており，88W／m2になる）及び地

表面と大気との乱流熱交換（矢印Pで表わされ，17W／m2になる）に使用される。大気は，短波放射

の吸収（80W／m2），水蒸気の凝結による熱放出（88　W／m2となり，Lrで示されている），および

地表面からの乱流熱交換（17W／m2）の三つの給源から熱エネルギーを獲欝している。これらの熱の

総和は，長波放射による宇宙空聞への熱損失量に等しい。そして，それは1sと1との差で与えられ，

185W／m2になる。

Qsa、

237

Is

237

宇宙空間

図2．12　地球のエネルギー収支（W／m2）

一38一



第5章気候と自然地理帯

5．歪　現在の気候

　生物に対して気候は大きな影響を与えている。植物と動物の地理的分布，生物過程の特徴および強度

は，多くの点で気候条件によって決定されている。気候の変化は生物圏の進化を左右している要因の一つ

つである。

　次に，現在の気候の主要な特徴を説明しょう。

　ここ100年間の気候条件は，測器による気象観測データによって十分明らかにされている。世界の気

象観測網は19世紀の後半に組織された。

　これらの観測資料から，気象状態の各要素は時間的に大きく変化することが知られている。気象要素

の周期的変動（礒変化と年変化）の他に，種々な高聞スケールを持った気象要素の非周期的変化が存在

している。短い時間閥隔（薮または月のオーダ）の気象要素の非周期的変化は，天候の変動を特微づけ’

ている。気象要素の空間的に非均質な変化は，主として大気大循環の不安定性によって説明できる。よ

り長い時闇間隔（数年以上）では，気象状態の各要素の不規則な変動の他に，広い空間にわたって類似

した特徴をもっている長周期変化がしばしば現われる。このような変イヒは気候の変動を特徴づけている。

　現在の気候変動は比鞍的に小さいので，現代の気候を特徴づけるには，気象要素の数十年平均値を利

用できる。このような平均化を施すと，気象状態の各要素への大気循環の不安定性の影響を取除くこと

ができる。

　次に，地表近くの気温および地表の降水量の二つの気象要素を用いて，現在の気候に関する情報を簡

単に説明しよう。

　表3．1に，1月と7月における気温の緯度平均値と各緯度帯の年間降水量の平均値とが示されている。

表に見られるように，地表近くの気温の緯度平均値は，赤道近くの最高から南極近くの最低までの間で，

ほぼ80℃も変化している。

　気温の緯度平均値のこのような変化の原因を次に詳細に説明しよう。地球の球型性は以上のような温

度分布に対して決定的影響を尊えている。球状をしているので，大気圏外へ入射する全太陽放射量は緯

度で大幅に変化している。

干ろ。1　気温と降水量の緯度変化

北　　　　半　　　　球　，　度

90～80 80～70 70～60 60～50 50～40 40～30 30～20 20～10 10～0

気温℃
1　，月

V　月

一32

@一王

一→27

@　2

一22

@10
一12

@13
一3

P8

　8

Q3

工7

Q6

24

Q7

26

Q6

年降水量　　cm 19 26 52 80 75 77 73 114 201

南　　　　半　　　　球　，　度

0～10 10～20 20～30 30～4◎ 40～50 50～60 60～70 70～80 80～90

気温℃
1　月

V　月

26

Q5

26

Q3

24

P8

19

P4

12

@8

51
　一1

|11
一16

|40
一26

|53
年降水量　　cm 150 122 91 103 108 101 67 2δ 11

　1年を通じて，または1年の大部分を通じて，気温が0℃以上にならない高緯度地帯には永久氷原が

存在じている。

　地表近くの平均気温は緯度によって大きく変化するばかりでなく，多くの緯度帯で経度によっても大
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きく変化する。それは大陸と海洋の配置に主として関係している。

　海洋の熱状態の影響が大陸の表面の大部分でみられる。すなわち，中・高緯度帯の大陸表藤では，い

わゆる海洋性気候がみられ，気温の年変化の振幅は割振に小さい。海洋の熱状態の影響が著しく小さい

大陸の熱帯外地域では，気温の年変化の振幅は大きく増大する。これは大陸性気候の条件に対応してい

る。

　年間降水量の緯度平均値の分布はつぎのような特徴をもっている。赤道地帯に主なピークがあり，深

赤道地帯および亜熱帯地帯で滅罪し，南・北両半球の中緯度地帯に二つの第2のピークがある。そして，

極地帯へ移動するに伴って降水：量は減少する。

　年間降水量の緯度平均値の広博は，平均気温の分布および大気大循環の特徴に密接に関係している。

　相対湿度が一定であるということを含めて，その他の条件が等しい場合には，温度上昇に伴って凝結

過程に利用可能な水蒸気含量が増加するので，総降水量は温度の上昇につれて増える。もしも他の要囲

が降水に大きな影響を誓えないならば，降水量の緯度平均値の分布は低緯度地帯に一つのピークをもつ

ようになるだろう。

　しかしながら，鉛直方向の風の状態は降水に大きな影響を纏える。この風の状態は，降水及び雲の形

成へっながる凝結レベルを通して水蒸気の輸送量に影響を一与える。

　大気大緬環は安定気圧系の地理的分布に密接に関孫している。これらの気圧系のなかで，赤道付近の

低気圧帯，熱帯地帯及び亜熱帯の高圧域および中緯度地帯で低気圧発生の確率の高い地帯が，最も重要

な意義をもっている。
　高気圧帯では，下向気流が車越しているので，この地帯で降水量は非常に少なくなる。このために・

臨量の寒帰紬線上にっの羅部分がみられるようになる．赤道地幅び申冷温の多くの地域

では，上昇気流が強いので降水量が大指に増加する。

　高気圧の発達する亜熱帯地域には，地球上で最も大きい砂糖が分布しており，そこでの降水量は極く

わずかである。中緯度地帯では大恥の沿岸から離れるに伴って，降水量は減少する。これは大洋からの

空気の移動によって運ばれる水蒸気量が，大豪の奥へ移動するにつれて減少するためである。すると空

気中の相対湿度が低下し，水蒸気の凝結過程が弱くなる。

　それゆえ，大陸上の湿潤気候帯は，赤道地帯および中・高緯度帯の海洋気候域に主として分布してい

る。深熱帯地帯，亜熱帯地域および大陸気候の地域には，水分不足条件が車越している。

5．2　極　　氷
　現在，地球⊥の両極は氷によって覆われている。北半球では，北氷洋の表面の2／3以上の永久海氷

原が占めている。そして，さらにグリーンランドおよび高緯度帯のいくつかの諸島と大陸域が永久氷

帯によって覆われている。北極地域全氷域面積は，約12×10。雇になる。このうち大体10×106k㎡は海

氷原で，残り2×106懸が睦上に分布している氷河である。

　極の海氷原は巨大なレンズ状になっていて，その申心の平均厚さは3～4mで，周辺へ向うに伴って

その厚さは次第に減少する。この氷は種々な氷原の集合からなっているので，空気の流れ及び海流の作

用のために常に移動している。このため，氷原の境界はいつも変動している。

　氷原が移動する場含，しばしば氷原の圧縮がひき起こされ，その結果大氷塊一項の大集積が生み出さ

れる。そして，この大氷塊の厚さは氷原の平均厚さを大きく．上回っている。しかしながら，大氷塊は北

極の海氷の全面積の極くわずかにすぎない。

　夏季には，氷の厚さは，主として氷の上表藤で生ずる融解のために滅撮する。寒季には，氷の下表面

に海水が凍結してくるために，氷は聴くなる。海氷の厚さの論弁変化は氷原の全点積の変化を伴ってい

る。そして，3月に最も厚くなり，9月に最も薄くなる。
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　北極における2月の海氷の平均境界線が図3．1に示されている（海洋地図，第1，B，IH巻，1974，

1977，　1980）o
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図ろ．1　北半球における極氷の平均境界線の位置

　　　　1－2．月；2－9月

　南半球では，海氷は南極大陸をとり囲んでいる幅の広い指環のような形をしている。この氷の指環の

厚さは，極から離れるに伴って減少する。南半球における海氷諭積の変化は，北極氷の面積の変化によ

く似ているが，6ヵ月完全にずれている。

　図3．2に，南・北両半球における海洋馬引氷の藤積の季節変化が示されている。この図はZakharovと

Strokina（1978）によって作成された。この図からわかるように，南半球の海氷藤積が大きいので，地

球全体の海氷面積は，南極地方の海氷面積の変化にほぼ似ている。そして，北半球の氷幡積の変化と丁

度逆になっている。

　大きなアノしべドをもつ高緯度帯の氷原は，気候に大きな影響を毎えている。すなわち，高緯度帯の気温

を低下させ，温度の経度方向の勾配を大きくしている。それゆえ，極氷と気候条件との間の相互関係の

研究は気候の形成の研究にとって大きな意義をもっている。

　現在の北極申央地域の温度状態に関するデータが図3．3に示されている。ここで曲線T80は，北緯80

度での気温の緯度平均値の年変化を表わしている。この図上には，比較のために，赤道地帯での温度の

緯度平均値（TG）の年変化も一緒に示されている。この図からわかるように，北極中央地域の地表近

くの気温は，赤道付近の温度より夏に26℃，冬には55℃も低い。北緯80。の年平均気温は，赤道付近の

温度より42℃も低い。
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図5，5　北極中央地域と赤道の温度状態

　極地帯の気温の低いことが極氷形成の主な原困であるのはいうまでもない。極氷が高緯度地帯の気混

低下を助長しながら，どの程度，高緯度地帯の温度状態に影響を及ぼしているかという問題は，まだ十

分には明らかにされていない。

　極氷は温度状態に影響を毒える重要な因子であるという意晃をBrooks（1950他）は発表した。

Brooksは，極氷の高いアルベドは氷・雪によって覆われた表薩上の太陽放射の吸収を大きく低下させ

ていることに関心を向けていた。このこ，とから，彼は高緯度地帯の氷原は北極の温度を数10度も低下さ

せていると述べている。

　しかしながな，この考えは物理気候学的計算法にもとづいて証明されなかった。それは，Bmoksの

研究のなされた当時，そのような物理気候的方法の研究がまだ不十分だったためである。そのため，北

極の気候形成に関するBrooksの意見は広く採用されることはなく，気候理論に関する研究のなかで高

緯度地帯の気候への極氷の影響は最近まで無視されてきた。

　気候形成要因としての極氷原の意義は，次のような単純な考察をすると明らかにできる（Bu葡ko，

1969）。

　地球一大気系（すなわち，大気圏，水圏および岩石圏上層を貫いている鉛薩カラム）のエネルギー収

支を次に研究しよう。この系の純放射量Rsは，吸収太陽放射量Qs（1一αs）と宇宙空間への長波

放射量Isとの差に等しく，次のように表わされる：

Rs－Qs（1一αs）一Is （3．1）

　純放射量は上にあげた鉛直カラム内の物質の熱容量の変化のための熱の欺得Bsと大気・水圏内での

水平遮動による熱の取得Cとの和に等しい。すなわち，次のようになる：
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　　　　Qs（1一αs　）一ls＝Bs十C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　お　太陽定数は1340W／maであるとすると，　北緯80慶では6月には大気層の上面に入射する太陽放射は

494W／耐に，そしてこの時期に赤道の大気上面に入射する：量は374W／㎡になる。

　北極中央地域および赤道地帯でも，6月における地球一大解物の熱容量の変化は，太陽放射の流れに

比較して小さい。これは，いま考えているエネルギー収支項は，1年のなかで海洋温度の変化の大きい

時にだけかなりの値に達することと関係している。だが，赤道の近く（太陽高度がi年を通じて大きく

変化しないため）および北氷洋の中央海域（大気と海洋との熱交換に対する海氷の熱遮断効桑のため）

では，温度の年変化は小さい。

　以上のような結論を考慮に入れ，そして大気・水圏内での水平熱流は赤道から極へ向いていることを

考えると，すべての緯度帯でアルベドが同一という条件下では，6月の北緯80度目の宇宙空間への長波

放射：量は赤道付近の長波放討より当然著しく大きくなることが容易にわかる。本書物（3．3節参照）に

示されているように，地表面付近の平均温度に密接に関係している宇宙空間への放射は，地表付近の濃

度の．と昇に伴って増齢する。

　したがって，赤道地帯と高緯度地帯の地球一大気管のアルベドが同一になる条件下では，高緯度帯で

の6月における地表近くの温度は赤道付近の温度より当然高くなければならない。しかし，実際にはそ

のようなことは観察されていない。

　このパラドソクスを明らかにする唯一の鍵は，氷原のある時とない時における地球一大気系のアル

ベドの大きな違いである。Raschkら，M611er，Bandeen（1968）及びその他の研究者達は，直接観測資

料を用いてアルベドが低緯度と高緯度で違うことを明らかにしている。彼らは入工衛星からのデータを

用いて，アルベドの分布図を作成した。

　かれらの研究に示されているように，北緯80度でのアルベドの平均値：は0．62に等しい。一方，氷原に

覆われていない地域のアルベドの平均値は約0．3である。このようなアルベドの値を考慮すると，6月

における吸収放射量は赤道で約260W／m・，北緯80度で190W／㎡になる。

　したがって，赤道の夏の気温は極地方の温度より高い。これは北極中央海域の地球一大気早のアルベ

ドがより低緯度のアルベドより著しく大きいためである。

　極氷原がない場含，すなわち高緯度帯のアルベドが低緯度のアルベドと余り大きく違っていないよう

な条件では，北極の温度状態はどのように変化するだろうかという問題を設定できる。このような場合

の北極の温度状態は，アルベドの新しい値できまる吸収放射量だけでなく挙国の消失に関係あるその他

の因子によっても当然影響されるようになってくる。特に，このような条件下では，大気圏および水圏

内での経度方向の熱交換が著しく変化してくる。氷原のない条件下では，北氷洋の水温は大きく年変化

するようになるだろう。このため，1年を通じて地球一大気早内での熱の著しい再配分が生ずるだろう。

　上の問題に返答するには，氷原のある場合とない場合における北極のエネルギー収支項を決定し，そ

して温度状態に対する収支項変化の影響を評価することが必要である。このような方法を用いると，北

極の気候形成荘園としての氷原の役割を明らかにすることができる。

　次に，北緯80度の平均条件に対応している北極中央域のエネルギー収支に関する資料を研究しよう。

　爵3．4に，この地域の各月における氷原表面の放射収支項の値が示されている。曲線Qは全天繍射量

の年変化を，Q（1一α）は吸収日射量の年変化を，　Rは純放射量の年変化を表わしている。この図か

らわかるように，夏季には，氷原表蔭上に莫大な量の太陽放射が入射している。これは極地域の覇長が

著しく長いためである。また，それは雪・氷表面から反射された散乱放射部分から主としてなっている。

　吸収貝射量Q（1一α）はアルベドαの値に関係している。極地方のアルベドの値は，北極観測所及

寧これは条件づき太陽定数で，対流圏上面での全天日射フラックスに相当している。
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図5．4　北氷洋中央域での放射状態

び航空機で決定された。

　現在えられている観測資料によると，碁と秋には，北極中央域のアルベドは大体0．8に近く、夏には

激少し、融氷の最も活発な期間には約0．7になる。このようなアルベド値は氷・雪のない場合の値を大

きく上回っており，このため吸収日射量は全天礒射量の数分の1になってしまう。

　吸収日射量と有効長波放射量との差になる純放射量Rは，夏にはわずかながら正の値になっている。

この時期においても，純放射量は，氷原のない低緯度地帯で観測される純放射量に姥較して著しく小さ

い。太陽放射のない冬季には，純放射量は有効放射量によってきまり，：負の値である。この地域の純放

射：の年聞量は負である。

　この結果はかなり早く出された結論（Budyko，1956）の正しさを証明している。その報告には，永

久氷原で覆われた極地域の放射状態は氷原のない地域のそれと大きく違っていると述べられていた。こ

の地域の放射状態の基本的特徴の～つは，絶対値が小さく，しかも純放射の年聞量が負であるというこ

とである。これに反して，地球土のその他の地域のすべてで純放射は比較的に大きい正の値である。

　海流によって北極中央域へ運ばれる熱量は比較的に少ない。例えば，Leonov（1947）の研究データによ

ると，年間平均としてそれは3W／㎡，　B　edgley（1966）は約2W／㎡に等しいと考えている。この値

に，毎年北極から海流によって運び出されて融ける氷の潜熱を加えなければならない。Anもono▽（1968）

は次のように述べている。海流によって運び出される氷量は各著者によって900から3000／k㎡年の問と

評価されており，最も確度の高い量は1900扁／年に近いといっている。この最後の氷量は北極中央海域

へ約2W／㎡の熱を補足することになる。

　したがって，海洋大循環の作綱によって，北極中央海域は年聞平均して4～5W／㎡の熱を獲得して・

いる。この熱量のほとんどすべては，氷原表面の負の純放射量によって相殺されている。このような関

係で，乱流熱流束および蒸発潜熱などの海洋のエネルギー収支の他の項の和は，当然ほぼ0になる。こ
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の結論は，氷原のエネルギー収支項の計算からの結論と比較対照しなければならない。

　Doron短（1963）の資料によると，氷原での蒸発による熱放出の年闇平均値は約4W／m霧で，乱流熱

交換による熱流入は大体3．5W／m・である。これら二つの量の算術和は0に近い。すなわち，この結論

は，上に説明した北極無恥域全体の熱の流れの評価によく対応している。この比較対照から，特に，氷

原の聞の開皆皆上の熱交換は，北氷洋中央海域のエネルギー収支に隷、て重要な役割を演じていないこ

とがわかる。このような結論から，寒候季には開水面は北極中央海域の全爾積のごくわずかな部分を占

めるにすぎないことがわかる。

　氷原におけるエネルギー収支項の年変化が図3．5に示されている。この図上には，純放射Rの値の他

に乱流北流束Pの値と蒸発潜熱LEの値も示されている。　L　Eの値は上に引用したDoroninの報告から

借用した。
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図5．5　氷原表薦でのエネルギー収支

　この図に示されている正の純放射量は熱の供給を表わしており，そして乱流熱東と蒸発潜熱の正の値

は氷原上での熱の放出を表わしている。

　ここにあげたエネルギー収支項の年間：量は熱放出になっており，氷原の下面を通っての熱砂によって

補われる。そして，この氷原下薦での熱流は海流の作用による熱の流れに等しい（氷の流れによる熱流

は無視する）。

　海洋表面上での氷の形成ならびに崩壊は，エネルギー収支条件に密接に関係している。氷原は，海洋

表層が冷却されて，その温度が凍結点に達したあと生ずる。平均塩分濃度での海洋水の凍結点は一L8

℃である。

　氷原の厚さの増加は，氷原の上表面上の温度が氷の下表爾付近の水離以下である条件で進行する。上

にあげたような条件では，氷原の下表面で水の凍結が進行する。水の凍結速度は，この表面上のエネル
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ギー収支によってきまる。もしも海洋水から氷原下面への熱流亡が小さいと，凍結速度は下表藤から上

表面への熱流線を水の凍結潜熱で除した量に等しくなる。

　氷の山内の鉛直熱流束は，上表面と下表面の間の温度差，熱伝導率及び氷の厚さに関係している（氷

の厚さはその上にある積雪層も一緒に考える）。

　氷原上の温度（もし積雪があれば，積雪表面上の温度）は，エネルギー収支条件に関係している。氷

と大気との間の鉛直血流束が比較的に小さい場合には，この濫淫は一般に接地気層の気温に近い。氷原

下面の温度は普通一定で，そして氷の熱伝導率は割合わずかしか変化しない。それゆえ，凍結速度は主

として気温及び氷の潭さに関係している。この場合，凍結速度は気温の低下につれて大きくなり，氷原

の厚さの増加に伴って減少する。

　上にあげた要函と氷原の厚さとの関係は，約100年前，北極で行われた観測に基づいてBa圭npre㎞t

によって明らかにされた。続いて，この問題はStefanによって理論的に薪究された。彼はこの問題を

研究するために，固体媒質内での熱伝導方程式を利用した。Sむe魚nは，氷の上面と下面の濫度差が一

定の場合には，氷の厚さは凍結開始からの時間と温度差との積の平方根に比例することを明らかにした。

　そのあと，凍結速度を計算するために，多くの経験式が提出された。これらの式を飛周すると，

Sもefanのモデル解よりも若干正確に氷の厚さを決定できる。　Z　ubov（19畦5）の提出したこれらの経験

式の一つが，氷の初期厚さからの氷厚の増加と日平均気温との関係を求める表（表3．2）を作成するた

めに利用された。

表5．2　氷厚の増加速度（c磁／日 ）

初期厚さ 温 度　　℃

C田 一5 一10 一15 一20 一25 一30 一35 一40
0 0．8 1．6 2．4 3．2 3．8 4．7 5．5 6．3

10 α6 1．1 1．7 23 2．9 3．婆 4．0 4．6

20 0．4 0．9 1．3 L8 2．2 2．6 3．1 3．5

30 0，婆 α7 1．1 1．5 1．8 2．2 2．6 3．0

40 0．3 0．6 0．9 1．2 1．5 1．8 2．工 2．4

50 0．3 0．5 0．8 L1 工．3 1．6 1．9 2ほ

75 α2 α4 0．6 0．8 1．2 1．4 L6 1．8

100 α2 0．3 α5 0．6 0．8 LO 1．1 LO
150 0．1 0．2 0．3 α5 0．6 0．7 0．8 0．9

200 0．1 0．2 0．3 0．4 0．4 0．5 0．6 α7

　気温のほかに，海洋内の水の循環も，氷厚の増加に一定の影響を与える。低緯度から高緯度への水平

熱輸送に結びついている氷原下表面への熱の追加流東は，氷の凍結成長を著しく遅らせる。同様に氷の

凍結成長速度は氷原上の積雪層の厚さにも関係している。それは，積雪層の熱伝導率が小さくて氷の下

表面と大気との闇の熱流下を弱めるためである。

　氷の凍結成長速度を計算する経験式は，上に説明した諸要因の平均的影響だけを一般に考慮している。

それゆえ，その精度には限界がある。

　極地方の海洋の物質収支においては，水の固体相の質：量の増加は，凍結成長過程によって決定される。

そして，わずかではあるが雪・霰などの降下物にも関係している。この物質収支における物質の放出は，

融解過程，氷原表面上での蒸発および低緯度地方への氷の流出に関係している。

　氷の融解は主として，そこの温度が融解点に達する氷原表面上で生ずる。氷の融解が進むと，氷の上

層の塩分濃度は低下してくる。このため，氷の融解温度は0℃に接近してくる。
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氷の融解速度は氷原上でのエネルギー収支条件によって決まる（Budyko，1962　b）。このエネルギ

ー収支式は次のように表わすことができる。

R；LE十P十A十lhρ1 （3，3）

ここでRは純放射量，Lは蒸発の潜熱，　Eは氷原表面の蒸発，　Pは氷原表面から大気中への乱流熱八束，

Aは氷原の表薩から下面への三流東，1は氷の融解潜熱，hは融解による氷厚の変化，角は氷の密度。

上式右辺の最初の3項と気象因子との関係は次のように表される。

R讐Q（1一α）一Io　－4δσT3　（Tw一一T），

LE；Lρκu（qs－q），

P；ρCpκu（Tw－T）

（3．4）

（3，5）

（3．6）

ここではQは全天一高，αは氷原のアルベド，IGは気温を用いて求めた有効放射，δは射出率，σは

ステファン・ボルツマン定数，孚は気温，Twは氷原の表嚴温度，潔は交換係数，ρは空気の密度，　u

は風速，qsは温度Twで飽和した空気の比湿（水分の重量比），qは空気の比湿，　Cpは空気の定圧

比熱。

　（3．3）式～（3．6）式から，次の関係が求まる。

　　　　　　1，0
　　　h諜。一〔Q（1一α）一1・一L〃・（・・一・）『（・・C・・÷4δ・孚3）（孚・一丁）一A〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．7）

　氷の融解速度の計算に上式を利用する場合，若干単純にできる。氷原上の空気の相対湿度の変化は余

り大きくなく，そして，気濃と氷原表面温度との差は小さいので，計算精度に大きな影響を一与えること

なしに，Lρ潔u（qs－q）驚Lρzuqsηとおくことができる。ここで係数ηは大体0．1になる。氷

の融解期間にはAの大きさは比較的に小さいことを考えると，それは有効熱容量と氷の平均温度の変化

から近似的に評価できる。

　（3．7）式を利用すると，どの函子が氷の融解に最も大きな影響を及ぼしているかを評価できる。こ

のような計算から，氷の融解速度は全天日射Qと気温Tとに最も強く関係していることがわかる。同様

に，このような計算から，北極中央地域での年閥総融解量は数十。田になることが知られている。観測デ

ータとよく一致している以上のような年間融解量は，手持の評価では年間数。阻というこの地域での蒸発

による氷の損失を大幅に上記っている。

　蒸発による損失に比較すれば，より低緯度帯への氷の移流は北極中央域の氷の収支に対してより重大

な影響を及ぼしている。⊥に述べたように，海流によって高緯度から南の方へ1年間に運び出される氷

の量は約2000醸である。この量は1年聞における氷原の厚さの大体20c田の減少に相当している。

　上に説明した方法を利用すると，任意の地域の気候条件に対応して変化する氷原の厚さの年変化を計

算できる。この場合，氷原の厚さの変化は基本的には凍結過程と融解過程とによって決まると仮定され

ており，計算には二次近似法（Budyko，亙962　b）を利用しよう。

　この計算法の基本的考えとの関係で，計算の開始にあたっては任意な氷厚を与え，次々に次の月の凍

結成長（または融解消失）速度を，気候条件を考えながら講算する。年間融解量が年閤凍結量と等しく

なるまで，以上のような計算を次々と多くの年数に通じて実施する。等しくなった条件でえられた各月

の氷原の厚さは，考えている地域の気候条件の年変化に対応しているものと思われる。

　この計算法は氷厚の年変化の決定に満足のいく結果を与えることが知られている。このような方法で

求めた氷の厚さの絶対値が常に観測データと一致するとは限らない。特に，北極中央域では，計算値は

観測値より大きい。このような差異の原囲は，高緯度地方での氷の収支に対する漂流の影響である。漂
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流のために，氷原は北極中央からいま対象としている地域の気候条件に対応する厚さに達するまで移流

してくる。

　Zubenok（1973）の報告で，士に説明した方法が，1年の各月における安定氷，原の平均境界線を計算す

るために利鰐されている。この計算結果は観測データとよく一致することがわかった。

　氷原の厚さと面積への気象要素の異常の影響を研究するために，上のような方法が利用された。特に，

この方法を用いて，種々な異常な気温での氷原下積の変化が計算されている（Budyko，1966）。

　図3．6に，3ヵ月（6月～8月）間に2℃の正の温度異常が生じた場合（図3．6a）及び寒候季の6

ヵ月（11月～4月）間に10℃の正の温度異常が生じた場合（屡3，6b）における，北極申央域での氷原

の厚さの変化に関する計算結果が示されている。曲線1は氷厚の年変化を，曲線2はその最小変化を表

わしている。この図から，夏の割合大きくない温度異常は，寒候季に生ずる大きな温度異常よりも非常

に大きく氷原厚さを変化させることがわかる。

　　4008
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図ろ．6　氷原の厚さに対する温度異常の影響

　夏の温度がプラス4℃変化した場合には，北極中央地域の気候条件で厚さ4魏の氷原が4年間で完全

に消失してしまう（図3．6c）。したがって，北極で夏の平均気温が4◎C上昇すると，北氷洋の大部分

の氷久氷原は4年で消失してしまう。

　しかしながら，ここに採用した永久極氷が消失してしまうような気温の異常値は，最大であることは

いうまでもない。氷原の藤積が縮少すると，自由海洋面上での吸収放射量が著しく増加するので，氷原

部分が消失したあとは濫度上昇はさらに進むことになる。すると，こんどは，氷の融解が一層加速され

ることになる。

　どの程度の正の温度異常で永久氷原は消失するかという問題に答えるには，気候理論に関するモデル

を利用しなければならない。

ろ．5　気候理論

　気候理論の目的は，気象要素の空間的分布および時間的分布，ならびに外部気候因子と気象要素の分

布との関係を，物理的に導く方法を決定することである。

　気候理論の最初の数値モデルの一つは，酸ilankovich（1930）によって研究された。彼は，大気上面で

の放射流束に関するデータを用いて緯度平均気温の分窃を計算した。醗ilankovichは，温度状態は各緯

度帯での放射熱交換によって決まると考えた。彼の研究のなかでは，大気の温室効果の作用及び緯度に

伴うアルベドの変化は考慮されなかった。同様に，Milankovichは，大気中での熱の子午線方向の輸送，
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水の相変化による熱交換及び海洋と大気との相互作用の温度状態に対する影響も無視した。

　これら諸因子の影響を無視したことに関係している温度場の計算における大きな誤差は，モデル内の

いくつかの変数を選叛する方法で補われた。そのような方法を用いて，彼は現在観測されているそれと

余り大きく違っていない緯度平均混度分布をえた。しかしながら，このような一致は多分に偶然的なも

のであった。

　Kochin（1936）の報告に，気候理論を作成するために気象力学の方法を用いる最初の第1歩がきざ

まれている。

　Kochiaは，地表近くの気温と圧力の分布から，大気下層内での圧力の平均的な子午線方向の変化を計

算した。その後，Dorodnitsy恥王zvekov，　S　hvets（1939）は，同様な方法を用いて，夏の北半球に

おける東西循環モデルを作成した。このような研究方向は，Brinov（1947，他）の研究のなかで一層展

開された。彼は北半球上における温度，圧力および風速の平均的分布を計算した。

　Shuleik：in（1941，他）の硯究は，気候理論に関する研究のなかで大きな意義をもっていた。

Shuleikinは，その報告のなかで大洋及び大気中で生じている物理的過程の相互作用が気候条件の形

成に，大きな決定的影響を尋えていることを明らかにした。

　その後，気象要素の平均場を計算できる数多くの暫しい気候モデルが提示された。計算技術の上首尾

な発展によって，気象要素の瞬間的な場を模写できる数値モデルの研究が可能になってきた。十分長期

間にわたって僧園場を計算すると，気候条件を筆算づけている気象平均場を計算できる。

　この方向に沿って数多くの研究が，Smagorinsky（1963），Smagori聡ky，Manabe，Holloway

（1965），Manabe，Bryan（1969），Holloway，Manabe（1971），M短tz（1965）らによって行わ

れた。

　⊥にあげたMaHabeとBryanの報告のなかで，気候条件に対する海洋内での水の循環の影響を考慮に

入れた気候理論の数値モデルが研究された。HollowayとManabeの報告のなかで，地表面上での主な

エネルギー収支項と水収支項の世界分布図を求める理論的方法が作られた。この方法で，経験的方法に

よって作られた世界分布図と似た結果がえられた。

　気候理論は，自然因子の影響または人類の活動による気候の変化の計算にも利用できる。

　気候変化の硬究に気候の数値モデルを利用するには，定常気候状態の砺究に用いられるモデルでは余

り重要でないいくつかの要求を，この数値モデルは満足しなければならない。

　このような要求の第1は，朦々に気候要素，なかでも気候変化過程のなかで大きく変化する気候要素

の分窟に関する経験的データを含んではならないということである。

　第2の要求は，温度場に大きく影響を与えるすべての種類の熱流束を具体的に考慮しなければならな

いことである。また，・エネルギー保存の法則を満足しなければならないことである。

　第3の要求は，モデルは各気候要素の間の主なフィードバック関係を考慮しなければならないことで

ある。

　これらの諸要求のなかで，第3の要求について次に詳細に触れよう。

　正のフィードバック関係は，気候変化にとって大きな意義をもっている。このフィードバック関係は

気象要素の異常を増幅する。そして，このために気候の安定性が低下する。

　正のフィードバック関係としては，気温と空気の絶対湿度との関係がある。温度が上昇すると，一般

に水面または湿った表面からの蒸発が増加する。すると，大部分の気候域（乾燥大陸域を除いて）で空

気の相対湿度は大体一定に保たれながら，空気の絶対湿度は温慶上昇に伴って増加する。このことは数

多くの観測データによって確かめられている。

　絶対湿度が増加すると長波放射は減少するので，温度上昇に伴う絶対湿度の増加は温度上昇にもとつく

長波放射の増加を相殺する。

　ManabeとWeもherald（1967）は以上のような関係を研究し，そして彼らはつぎのようなことを明ら
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かにした。相対湿度一定条件下での太陽定数の変化の地表近くの気温への影響は，空気の絶対湿度が一

定の場合の影響のほぼ2倍になることを見出した。気候変化の研究に利用しようとする温度状態の数値

モデルでは，上記のようなブイードバソク関係を考慮しなければならない。

　地表面のアルベドに対する雪・氷原の影響を示すもう一つの正のフィードバック関係は，温度状態の

変化法則のなかで大きな役割を果たしている。

　北極ならびに南極での調査研究の資料ならびに入工衛星からの観測資料を用いると，高緯度地帯の地

球一大気系と地表面のアルベドの値を評価し，雪・氷原のない地域のアルベドの値と比較できる。

　現在えられている資料から，夏季には，中央北極地方の氷原面のアルベドは約0．7に，そして南極地

方の氷原面のアルベドは大体0，8～0、85になることが知られている。雪・氷のない地域の地表擬の平均

アルベドは0．15以下であることを考えると，その他の条件が一定ならば，雪原や氷原は地表面の吸収す

る全天臼射量を数分の1に減少させている。

　雪と氷は地球一大気系のアルベドに非常に大きい影響を与えている。入工衛星の観測データ（Ras－

chkeら，1973）によると，北極中央地：方では夏季における地球一大気系のアルベドは約0，55に，南極

では約0．60になる。これらの値は惑星としての地球のアルベドの値一〇．28の約2倍である。

　このようなアルベドの値の大きな違いは，大気の温度状態に当然著しい影響を与える。もしも気温の

低下のために，地表面上に雪原や氷原が形成されると，吸収太陽放射量も著しく滅少することになる。

これはさらに気温の低下を助長し，雪原と氷原の藤積を拡大する。もしも気温が上昇して雪と氷が融解

すると，上の説明と全く逆の結果が生ずるだろう。

　大気の濫度状態に関する数値：モデルに上記のようなフィードバック関係を加味することで，このフィ

ードバック関係は地表付近の気温分布に非常に顕著な影響を与えることがわかった（Budyko，1968）。

　この影響を評価するために次のような例を引用しよう。もしも完全晴天下で地球表面上に雪原や氷原

がないならば，地球平均気温はどの程度変化するだろうか（Budyko，1962　b）。次に，完全疇天下で地

球表面が雪原と氷原に完全に覆われているという仮空的場合を考えよう。このような条件下では，地球

のアルベドは現在みられる値にくらべて著しく大きくなり，それは気温に影響してくる。その長波放射

に絹当する地球の《有効》温度は，4蕊ヲに比例する（αsは地球の平均アルベド）。それゆ

え，アルベドの値がα＄ノからαS”まで変化した場合，有効温度の絶対値は　（1一αs”）／（1一αSノ）

だけ変化する。地球の現在のアルベドは0．30，そして乾いた雪原のアルベドは0．80とすると，完全に雪

に覆われた地球の平均有効温度は，約75℃も低下しなければならない。

　地球の表面近くの平均気温の低下量は，ここにあげた値より大きくなることが予想される。大気ヰの

水蒸気と二酸化炭素ガスによる長波放射の吸収に関係している温室効果の影響のために，現在接地気層

の平均気温は，地球のほとんど全表面で著しく上昇している。非當に低い温度では，温室効果は効果を

失ってしまう。また，同様に，放射流弾を著しく変化させる密な雲は形成されなくなる。このような条

件下では，大気は短波放射ならびに長波放射に対してかなり透明になる。

　透明大気条件下での地球表面の平均気温は，つぎの単純な式によって与えられる：

　　　　So（1一α）
丁漏4

4　　σ

ここでSoは太陽定数，σはステファン・ボルツマン定数。この式から，α讐0．80の場合には地球の平

均温度は186K：，すなわち一87℃になる。

　したがって，もしも短期聞の間に地球全表面が雪または氷によって覆われたとすると，地球の平均温

度（現在は15℃に近い）は，大体100℃低下することになる。この評価は，雪原が地球の温度状態に対

していかに大きな影響を与えているかを示している。

　多くの研究（B鷲dyko，1961；Rakipova，1962；Donn・S　ho　w，1966；F沁tcher，1966他）のな
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かで，北極の温度状態に対する北極氷原の影響を評価する試みがなされている。北氷洋の中央地域のエ

ネルギー収支に関するデータ及び半経験的気候理論からの近似的関係を利用して，極氷は中央北極地域

の平均気温を，夏季には数度，冬季には大体20℃も低下させていることがわかった。以上のような関係

から，次のように結論できる。その状態は非常に不安定で，わずかな気候変動で再び氷原が回復するか

もしれないが，現代においても北極中央海域に氷原のない状態が存在しうる。

　したがって，地球表藤野の割合に狭い部分を占めているにすぎないが，永久氷原は大気の混度状態に

著しい影響を与えるので，気候変化の研究では，永久氷原の影響を考慮しなければならない。

　気候の一般理論に関する研究では，気候変化の現実的理論が十分満足しなければならない上にあげた

諸要求の考慮が常にうまくいくとは限らないので，多くの報告で気候変化の研究に半経験的モデルを用

いる試みがなされてきた。それらのモデルでは大規模大気過程を署しくパラメタライズすることで，上

記のような諸要求が満たされている。

　このような方向の仕箏としては，気候変化の研究のために作成された大気の温度状態に関する半経験

モデル（Budyko，1968）がある。このモデルは次のような考察に基づいている。

　大気のない条件下では，地球表面の平均気温は放射平衡条件すなわち地球表面の長波放射に等しいと

いう条件で決まるだろう。この条件下を式に表わすと下のようになる。

　　　　・・T・詰・。（1一・）　　　　　　　（・・）

ここでδは射出係数，σはSむefan・Boltzma㎜定数，　Tは表面温度，　Soは太陽定数，αは地球の平

均アルベド。

　δ篇α98，So；1368W／㎡とおくと，α讐0．30では，地球の平均温度は255K，すなわち一18℃に

なることが（3．8）式からわかる。

　観測データによると，地表面付近の平均気濫はほぼ15℃に近い。したがって，アルベドの値が同じ条

件下では，大気は平均気温を約33℃上昇させることになる。この温度上昇は大気の温察効果，すなわち

長波放射のそれに比較して短波放射への大気の透過率が大きいことに関係している。

　以上のような評価は条件づきであることを荘意しておく必要がある。すなわち，大気がない場合には，

惑星地球のアルベドは現在の値と大きく違ってくるだろう。現条件下では，地球表面の平均アルベドは

0．14である。しかしながら，大気が出現するまでは，地球のアルベドはこの値より小さく，多分0，07と

思われる月のアルベドに近かったと考えることができる。もしそのようなアルベドの値を利用すると，

地球表面の平均温度は大体3℃に近かったことになる。

　実際的条件で地表面付近の平均気温に対する太陽放射流東とアルベドの影響を評価するには，温度分

祐と大気上貫での長波放射との関係を知らなければならない。観測結果または計算からえられた長波放

射に関するデータを利用すると，この種の関係を明らかにできる。

　気象状態の各要素とこれらのデータとを琵較すると，逸繊放射の月平均値は主として地表面近くの気

温と雲量とに関係していることがわかる。この関係は次の経験式によってよく近似できた。

王s罵a＋bτ一（a1÷b1孚）n （3．9）

ここで王sは逸出放射（W／㎡），Tは気温（℃），nは雲量（0～圭．0），数値定数はa＝223，

b＝2，2，a1＝478，　b1鳳L6になる。
　気象要因と逸鐵放射とを関連づけている上式をチェックするには，つぎのような全地球上の逸出放射

量は全吸収放射量に等しいという条件を利用しなければならない。

QSP　（1一αSP　）罵ISP （3ユ0）

ここでQSPと王SPはそれぞれの：量の惑星地球群体についての積算量を，αSPは惑星地球の平均反射率を
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示している。

　温度状態への雪・氷原の影響について上に説明した考察との関係から（3，9）式と（3．10）式．とは，

二つの極限状態に対応する二つの解を持っていることがわかる。その第1の解は現在の条件に相当し，

第2の解は雪・氷原で覆われた《臼い地球》の状態に対応している。

　地球の全緯度帯で接地気嚢の温度が低い負の温度の時は，地球はすべて完全に雪と氷によって覆われ，

この場合の地球一大気系の地球平均アルベドは南極のアルベドに，すなわちα6～0．7に大体等しくな

ると考えよう。すると，（3．9）式と（3．10）式から，この場含の地球表面近くの平均気濫は一47℃

（アルベドの値が0．6の場合）から一70℃（アルベドの値：が0．7の場合）の間になるだろう。地球平均

気温がこのように低い場合には，地球の完全な氷結は避けられない。このことは外部気候函子による現

在の気候条件の非一意的関係について土に述べた視点の正しさを証明している。

　（3．9）式と（3．10）式とから，地球の平均気灘のために次式が求まる。

　　　取、鴬野1。〔Q・P（1一・細）一・＋a1・〕　　　　（・1・）

上式から，地球表面付近の平均気温に対する気候形成因子の影響について，いくつかの結論をうること

ができる◎

　雲量が0、5で地球のアルベドが現在の纏の場合，太陽放射が1％変化すると平均気温は1．5℃変化す

る。この評価は，大気のない場合における同様な影響の評価より2倍も大きい。したがって，大気の放

射特性は地球表通の温度状態への放射変動の影響を著しく増纒している。

　0．01のアルベドの変化は，2．3℃も地球平均気温を変化させる。したがって，もしもアルベドの変化

が雲量条件に関係がないとすると，温度状態はアルベドの変動に非常に密接に関係していることがわか

る。現在までになされた研究が明示しているように，アルベドの変化にむすびついている熱度状態への

雲量の影響は，対応的に生ずる逸出長波放射の変化によって，かなりの部分は相殺される。

　大気圏及び水圏内の熱の水平再分配は，地球の個々の緯度帯の潟度状態に対して著しい影響を専えて

いる。

　大気の温度状態への熱の水平再配分の影響を定量的に考察するには，地球一大気合のエネルギー収支

項に関する資料が利用できる。

　地球一大気系のエネルギー収支式は次のようになる。

Qs　（1一αs　）一Is　＝C十Bs （3，12）

ここでCは〔Fs十L（E－r）〕で，大気圏と水圏内での水平運動による熱流束の和を表わしている。

　年平均条件では，いま対象としている期間における熱の蓄積または放出を示している項Bsは0にな

る。そして，熱流東Cは地球一大気系の純放射に等しくなる。この収支項の値は，観測データまたは計

算方法によって決定できるので，熱の水平再分配の値も同時に見出すことができる。

　項Cの値は，一定の方法で対流圏平均温度の水平分布に関係していると仮定できる。対流圏内では，

平均鉛直分布からの気温の外れは温度の地理的変異に比較して小さいので，対流圏内の平均気温は地表

薗レベルの温度に密接に関係していると結論できる。

　したがって，熱の水平輸送量と地表付近の濃度分布との間に関係があると仮定できる。

　つぎに，北半球の各緯度帯について上にあげた2量の年平均値闘の関係を研究しよう。この罠的のた

めに，次式を用いて純放射量を計算した。

Rs　ご＝Qs　（1一αs　）一王s （3．13）

　このような方法で求めた地球一大気系の純放射量が項Cに等しいとおくと，地球一大気君寵での熱の

子午線方向の流束を計算できる。
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　子午線方向の熱輸送はより温暖な地域からより寒冷な地域への熱伝達の形で行なわれると考えると，

項Cの廊（T『T・）にむすびつけて講できる・ここでTは対象としている緯麟の平均澱，TP

は接地気層の気温の地球平均値。

　　この関係を研究するために，Cと（T－Tp）の値を比較した。そして，それらの間に明瞭な関係の

あることを見出した。それは次のような経験式で表わされる。

　　　　Qs　（1『αs　）一Is　＝・8（T－Tp　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．エ4）

ここでβ＝3・74W／（㎡・K）。

　このような関係があるので，温度状態のモデルにおける熱の再分配の考察が非常に簡単になる。（3．

9）式と（3．14）式とから，次の関係が求まる。

　　　　・一s（1一αs鵡≒11。n刷・　　　　（・・5）

この式を用いると，各緯度帯の年平均気温を計算できる。

　この関係から，大気外面への熱流束が現在の条件下でも，全緯度帯にわたって非常に温度の低い完全

氷結惑星（《白い地球》）の安定的な存在の可能なことがわかる。このような状態が安定的に存在しう

るのは，雪原及び氷原のアルベドが非常に大きいためである。白い地球の場合には，現在南極でみられ

るような気候条件が，地球の全表面に存在することになる。

　《白い地球》が安定的に存在しうるという結論は，気候に関する任意な現実的理論からも多分求める

ことができるだろう。

　大気の温度状態をより正直に計算：するには，上に説明した気候の理論的モデルに含まれているパラメ

ータを詳細に研究しなければならない。

　一とに引用した研究のなかでは，アルベドのこつの値が用いられた。すなわち，氷原に覆われていない

海域についてはα32が1北極の極氷で覆われている海域については0，62が用いられている（Budyko，

1968）。極度の氷原面積が変化する場合には，氷原帯のアルベドは一定であると仮定した。この仮定を

検討するに際しては，地球一大気系のアルベドは太陽光の入射角で変化し、入射角が大きくなると小さくなるとした。し

かしながら，このような依存関係は，氷原のある海域でみられるようにアルベドの値が大きい場合には，

比較的に弱い。それと同時に，氷原帯の面積が増加する場合には，氷原帯の気候条件が変化するので，

アルベドが増加するという傾向が見られる。この傾向はある程度補償されると仮定された。それゆえ，

その大きさとは関係のない氷原地帯についての平均アルベドを考慮するだけでよくなる（Budyko，

1969）。

　人工衛星による観測データを用いてEUisとVonder　Haar（1976）がえた俗緯度帯の実際のアルベド

が図3．7に示されている。曲線1，2は，それぞれ北半球と南半球のアルベド値を示している。図上で

4伽と4ρsの記入されている緯度帯は，それぞれの半球で開水面海域から氷原被覆海域への移行帯

を表わしている。

　この図からよく分かるように，北極の氷原地帯より非常に広い面積を占めている南極の氷原の平均ア

ルベドは，北極氷原の平均アルベドより大きい。これは，この条件でのアルベドの値への太陽高度の影

響が氷原上の気候条件の変化の影響によって十分相殺されることを表わしている。

　図上に示されているアルベドのデータを，現在の気温分布の計算に利用するのには，さして困難なこ

とはない。氷原面積が変化した場合のアルベドの値を評価するには，この図に示されているアルベドの

値と氷原の位置との関係を考慮すればよい。氷原面積および氷の特徴が大きく違っている場合には，両

半球の永久氷原地帯のアルベドの値はα6に近い（南半球では，この値より幾分大きく，北半球ではこ

れより若干小さい）。氷原面積の割合の小さい移行帯では，アルベドは極から遠ざかるに伴って小さく

なる。両半球とも，この移行帯は約20度の幅を占めている。
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図5．7　アルベドと緯度との関係

　氷原面積が変化する条件では，地球一大気系のアルベドは，連続氷原帯では0．6となるだろうと考え

ることができる。この連続氷原帯の境界は，その面積によって求まる氷原帯の平均境界線より極の方へ

10度だけ移動していると考えられる。

　緯度にして20度幡を占めている移行帯では，アルベドの値は，連続氷原帯のアルベドの値と移行帯の

内部境界上のアルベドの値とを内挿すると決定できる。開水面上ではアルベドの籠は変化しないと考え

た。

　氷原面積が変動する場合のアルベドのパラ天瀬リゼーションを根拠づけるには，アルベドの緯度平均

値と雲量との関係を詳述しなければならない。Cess（1976）の報告に，緯度の増加に伴って雲のアルベ

ドが著しく大きくなるというデータが示されている。これは緯度の増加につれて太陽の天頂角が小さく

なるためである。これとの関係から高緯度帯でのアルベドの増加はどの程度氷原の存在に関係している

か，またどの程度雲の上藤での太陽放射の反射条件に関係しているかという問題が生じてくる。この問

題を硯叛するに際しては，高緯度帯の非常に大きい氷原上には低温で低湿な安定した高圧域が形成され，

そのなかでは一般に雲量は小さいということを考慮しなければならない。このようなタイプの気候条件

の例は，現在では南極の中央地域で見られ，地質時代では南極の中央地域で晃られ，地質時代において

は第四紀氷河の分布域でも見られた。このことに関連して，より低い緯度帯で氷原が移動する場合には，

連続氷原帯の平均アルベドの滅少はほとんど生じないと考えることができる。全緯度帯で非常に低い温

度をもつ《白い地球》では，大気は放射に対して実際上透明であると思われる。それゆえ，白い地球の

アルベドは純粋な雪面の非常に高いアルベドに近くなると思われる（Budyko，1974）。

　アルベドの緯度分布を計算するにあたっては，温度条件で変化する永久氷原の平均境界の位置を考慮

しなければならない。地球表面の温慶は一般に接地気層の温度に近いので，温度の年変化がない場合に

は，永久雪・氷原の境界は大陸上の0℃等温線の分布に一致すると仮定できる。この予想は北半球の各

緯度帯での永久氷・雪原の境界線上の温度計算データと比較することができる。このような計算は，温

度の鉛直勾配の平均値を考えて，各緯度帯での山岳の霊線の高さに関する資料を用いて行われた。この

ような計算結果が図3．8に示されている。

　図からわかるように，この温度は赤道地帯では実際上ほぼ0℃に近い。一方，年間を通じて温度が大

きく変化する高緯度地帯では，永久的な雪・氷原の境界線は年平均気温が負の所にあり，北半球では一11

℃に達している。これに近い年平均気温は，高緯度帯の海洋上で永久氷原のある境界線付近で観測され

る。
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図5．8　雪・氷原境界線上の温度と緯度との関係

氷臓配には大陸糠働蟻越しているので洛無籍の氷原境界上の軒均気温は，図a8に示
されている大陸上での雪原境界上の温度にほぼ近いと考えることができる。

長波放射疎を決定するための経験式（a9）の係数は洛地麟の逸蹴射の肝均で直に関する近

似講データを用いて最融定した・その後，逸出灘に関する人工纏翻弘タから。の係数鉄

定できることがわか・た（Cess・・976）．Beev・とV睡k・v（1981鴻Cessの仕事に比較して，

雲量に関するより礁なデータを利胤ながら洞様な講を行。ている．・の計算蘇を考慮すると，

（3．9）式は次のように表わすことができる。

　　　1＝258＋i・69卜76・　　　　　　　　　　　　（3．16）
　この式の係数の値は南・北両半球で若干違うが，その差は余り大きくない。そこで，（3．16）式には

全地球の平均係数値が利用されている。

係数βの値は・地球全体の平均醗と各緯麟の平均温度との差（T－T，）繊び子午勧向蝋

輸送量Cとの間の関係についての酬を用いて講した。年平均鮒では，Cのイ醜鯉翻げ汐力、

ら求まる地玲大縣の繊射量に等しし・。（3紛式を等してえたC餅直のデータから求めた関係

が・図3・9に示されている・図上の各醜・海面上に著しく拙している南倒・床繊を除いて，1。度

幟こ切・酪緯麟の。の値を示して・・る・・の図からわかるように，cの値は酸差（T一孚P）に

比例するという仮説は・経験データ1・よ・て＋耀かめられている．そして，比例係数βは3．69W／

（㎡’K）に乳い・・の値畷初の硬究（B囎・，1968）でえた値と正確に一致している。

　ここに示したパラメータの値を利用すると，各緯度帯の平均気温の分布を計算できる。その計算結果

が図3・10に鎌2として示されa・る・この結果と翻・」データ（曲綿）との比較から，気勧湊掟値

と講値との平均腱は12℃になる・この大きさは，繊平均気温の変化の幅に比軌て小さい．こ
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のような一致は，．用いたモデ1レが実際の気候条件を十分満足のゆく程に表わしていることを示している。

　図3．10上には，南極中央地域の表面近くの平均気温は示されていない。この地域の平均気温は，いま

使用している温度状態モデルの計算結果にくらべて著しく低かった。このような大きな温度差の原因と

しては，この地域の海抜高度が著しく大きいこと，およびこの地域への海流による熱の水平輸送のない

ことが考えられる。

ろ．4　 フ1くそ盾環

水分バランス

　水は生物体を構成している基本的な成分である。すべての生物（種子と胞子を除いて）は，その体の

半分以上（多くの場合90％以上）は水分である。

　生物圏の大部分は水によって占められている。また，水は大気圏（水蒸気，霧滴・雲粒，エアロゾル

を形成している種々な物質のzk溶液の微水滴，氷晶として）および岩石圏のなかにも含まれている。岩

石圏内の水は，氷河，士壌水，地下水および深層水の他に，莫大な量が各種の鉱物成分として存在して

いる。さらに多量な水が地球のマントル内にある。そして，マントル内の水は火山爆発時に生物圏内に

流入する。この他，種々な源から水が生物圏内へ流入している。水圏の進化にとって大きな意義をもっ

ている地球の深層および岩石圏と生物圏との間の水交換強度は，生物圏内における毎年の水循環強度に

比較すれば，非常にわずかである。大気上層内で生じている地球と宇宙空聞との間の水交換強度はさら

に小さい。

　生物圏内での水循環は，水圏，大気圏，岩石圏上層および生物の闘の水の交換（種々な相状態で）を

含んでいる。水循環のプロセスは，生物圏の各成分について求めた水収支式を用いると記述できる。

　陸地表面の水収支式は，ある期閥内に対象とする水平面内へ周辺空闘から流入，および流出する各相

の水の各成分の算術和を0にする等式である。

　この水収支式は下のような形になる。

r；E÷∫w　十G （3．17）

ここでrは降水量，Eは地表面上での蒸発凝結の差（これは簡単には一般に蒸発という），漏は表面流

去，Gは地表面から下層への水流東。

　しばしば（3ユ7）式は若干違った形で利用されている。この変形式は，鉛直方向の水流束Gは深層へ

の水流東∫pと土壊上層内での水分含量の変化bの和に等しいとおくと，得られる。この水収支式は，

岩石圏の上層から水交換の毘られなくなる深さまで貫いている鉛直カラムの水収支式を表わしている。

　表面流取留と深層流去∫pとの和は墨流去∫に等しいとすると，次式が求まる：

r罵E÷∫÷b （3，18）

　（3，18）式は貯水池全体またはその1部の水収支の計算のためにも利用できる。この場合には，量∫

はある期間内における貯水池全体ならびにその下の土壌中での水の水平的再配分の総和になる。同様に，

湖の条件では，量bは湖全体の水量の全変化に等しくなる。また，そのなかでの水分含量が署しく変化

するならば，湖の下の土壌中の全水分量の変化に等しくなる。多くの場合，実際的には湖の量bは水位

の変化によって表わされる。年平均では，量bは非常に小さくなる。この場合には，水収支式は下のよ

うになる。

r讐E十∫ （3．19）

　地球全体の水収支を考える場合には，水の水平的再分配は意味がなくなる。それゆえ，水収支式は下

のように単純な形になる：
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rニE （3．20）

砂漠を含めて，流出口のない陸地域では，年平均期間の水収支式も，上と同様に単純な形になる。

　最後に，大気圏の水収支式を説明しよう。大気全層を貫いている鉛直カラム内での全ての種類の水の

流入・流出成分を総和すると，容易に次の方程式がえられる。

E漏r十Ca十b＆ （3．21）

ここで6aは空気流および水平乱流交換の作用によって鉛直カラム内へ流入または流出する水分量，　b＆

はこの鉛直カラム内の水分量の変化。

　大気はすべての相で比較的にわずかの水しか念みえないので，量baは他の水収支：成分に比較して一

般に非常に小さい。年平均をとるとbaの値は常に0に近くなる。

　次に，大陸の水収支成分のデータを説明しよう。陸上の降水量は気象観測網の観測データを用いると

容易に求められる。

　現在降水量の測定に用いられている測器は，降水量とくに雪の量をしばしば過少評価する傾向のある

ことを指摘しておこう。これは，風のために降水が雨量計のなかに完全に入らないためである。それゆ

え，降水の測定における系統誤差は，測器が違うと当然違ってくる。このため降水分布図を作成するに

あたって，この種の大きな誤差を訂正する試みが行われた。しかしながら，このような補正は一般に不

十分であった。最近行われた研究のなかで，雪の多く降る地域では，真の降水量はこれまで用いられて

いる平年値より数10％も多いだろうということが明らかにされている。たとえその値がかなりの値にな

りうることがあるけれども，液体の水の測定における系統誤差は一般に小さい。

　降水量の測定誤差に関する研究成果を利用しながら，StuzerとSharovaは降水の世界分布図を作成

した。この分布図では，降水観測への主要系統誤差の影響を除く試みがなされている。この分布図を用

いて求めた郷地全体の降水量は，これまでの値よりほぼ10％多くなった。

　StruzerとSharovaの降水分布図（世界の水収支，1974）を用いて決定した各大陸の平均年間降水量

が表3．3に示されている。この表には，南極および諸島の降水量データは含まれていない。しかしなが

ら，全陸地の降水量の計算では，それらの地域の量も考慮されている。

表5．ろ　大陸上の年間降水量と年間蒸発量（c田）

大　　　　　陸 降　水　量 蒸　発　量 流　出　量

ヨ　一　ロ　　ツ　ノぐ 77 49 28

ア　　　ジ　　ア 63 37 26

ア　フ　リ　カ 72 58 14

北アメ　リカ 80 47 33

南アメ　リカ 160 94 66

オーストラリア 45 41 4

全　　陸　　：地 80 48．5 31．5

　表3，3に示されている流出に関する資料は，《世界の水収支》のなかで行われた現在の観測データを

一般化することで求めた。

　各大陸の蒸発量は，降水量と流出量との差に等しい。上にあげた報告のなかの大陸表面からの蒸発量

は，標準気象観測のデータを用いて計算法でZ曲enokが決定した。このような方法で求めた蒸発量は，

降水量と流出量との差にほぼ近かった。

　この表からわかるように，蒸発量と降水量との比は，大睦で非常に大きく違っている。いま，オース
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トラリアでは蒸発量は降水量にほぼ近いとすると，アフリカ以外の残りの全大陸で，蒸発量は降水量の

2／3以下である。

St・uzerとSh…v・の求めた降水世界地図およびSt・・kinaが作成した《世界水収支地図》（1974）

から求めた海洋面の蒸発量：の世界地図を利用すると，海洋の水収支成分の値を算定できる（表3．4）。

衰3．4　海洋の水収支（cm／yr）

海　　　　　洋 降　水　：量 蒸　発　量 流　出　量

大　　西　　洋

ｾ　　平　　洋

C　ン　ド　洋

｢　界　海　洋

101

P46

P32

P27

136

P51

P42

P40

23
W813

　表3．4に流出量の値に海洋面積を乗ずると，表3．3に示した流出量と陸地面積との積に等しくなる。

　上で説明したように，世界海洋表面の蒸発量と降水量との差は，大陸から海洋への河川流出量に等し

い。個々の海洋についてみると，この差は大陸からの流出量と海洋循環によって一つの海洋から他の海

洋への水の水平輸送量との和に等しい。この水分輸送量を直接決定することは困難である。それは，こ

の量が二つの量一流出と流入一の微小な差であり，それらの成分の決定は大きな誤差を伴っているから

である。そのような場合でも，水平輸送量の決定精度は高くはなけれども，それぞれの海洋の水牧支残

差項として，海洋間の水交換を評価するのは若千容易である。

　表中には北氷洋の水収支に関するデータ（この海洋の水収支項の評価精度は他の海洋についての資料

の精度より低い）は示されていないけれども，それらのデータは世界海洋全体の水収支成分の決定にあ

たっては考慮された。

　この表からわかるように，大西洋では降水量と流出量との和は，蒸発量よりすくない。これから，大

西洋は北氷洋を含めて他の海洋から水を受け取っていることがわかる。北氷洋では，海面蒸発：量は降水

量との和より著しくすくない。

　インド洋では，降水量と流出量との和ま蒸発量より若干少い。一方，太平洋では，降水量と流出量と

の和は蒸発量より大きい。この差は他の海洋からの余剰水の水平輸送によって補われている。

　上に説明した陸地と海洋の降水量と蒸発量とを利用すると，地球全体の年間降水量と年間総蒸発量と

は等しくなり，それは113c田になることがわかる。この値は，現在までの報告でえられている同様な値

より大きいことを指摘しておく。

　降水量および蒸発量の世界分布図を利用すると，地球上の各緯度帯の水収支成分を決定できる。この

ような計算結果からわかるように，緯度帯によって，蒸発によって大気中へ流入する水蒸気：量は降水に

よって補給される水蒸気量より大きかったり小さかったりしている。この場合，大気中への水蒸気の供

給源は，主として高気圧帯である。高気圧帯地域では，蒸発量は降水量より著しく大きい。この水蒸気

過剰分は，蒸発量より降水量の多い赤道付近，ならびに中・高緯度帯で使用される。

　降水量との差は，空気の水平運動による大気中への水蒸気の流入と流出の差に当然等しくなる。降水

量と蒸発量と差は，大気申での水蒸気の水平輸送が降雨形成にどのような役割を果たしているかについ

て若干の情報を与える。水蒸気輸送量と降雨量との関係が大気中での水分循環に関する硬究のなかで研

究されている。これらの研究の若干の結果を次に説明しよう。

　ここで利用した《世界の水収支》のなかの降水に関するデータは，本章の初めの部分で引用した降水

量に関する現在までのデータと若干違っているので注意しておこう。

　大陸および海洋の水収支成分は一定ではなく，それらは気候ならびにその他の要因の変動の影響によ

って変化している。年間での水収支成分の変化はそれらの絶対値に比較して小さいけれども，水収支成
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分の変化に関するデータは，水圏の進化の研究にとって非常に大きな価値をもっている。

陸地のエネルギー収支と水収支との関係

　陸地の水：文状態の基本的な特徴量は，種々な形の水平的な水流として陸地の単位表面から1年悶に平

均して流れ出す水：量，すなわち流出量である。これは年間降水量への流出量の比で特徴づけられる。

　年間流出量の形成は，それ自身地球表引上での太陽エネルギーの変換過程の一つである蒸発過程に非

常に密接に関係しているので，流出量ならびに流出係数はエネルギー収支の主要項と一定の関係で関連

している。この関係を明らかにするには，種々な地理帯の水文状態の特徴を決定している法則性を解明

しなければならない。

　陸地のエネルギー収支項と水叡支項との間の関係を，つぎのような考察に基づいてBudyko（1948）は

明らかにした。

　陸地表面の平均年間蒸発量Eは降水量rならびに太陽エネルギー流事に関係し，降水量と純放射量R

の増加に伴って蒸発は当然増大する。土壌が著しく乾いている場合には，降水として降った水の全量は

土壌粒子上に分子力によって保持され，最後的には蒸発で失われる。このような条件（例えば，砂漢で

みられる）では，流出係数／／rは0に接近する。

　土壌の平均乾燥度は純放射量の増加および降水量の減少に伴って増大するので，次のようにおくこと

ができる。

∫／r→O　　　　　　　　R
　　　　　　｝一→。。
E／r→1　　　　　　　鮎r

（3．22）

　今後放射乾燥慶と呼びたいと考えている比R／Lrが小さくなるにつれて，E／rの値は小さくなる

だろう（若干の流出が生ずるようになる）。そして，降水量が十分に大きく，かつ純放射量がかなり小

さい場合には，土壌表層は完全に湿った状態になるだろう。この場合には，利用可能なエネルギーの最

大量が蒸発に使用されるようになるだろう。下表面と大気との間の乱流熱交換のメカニズムを考慮する

と，可能最大蒸発量を評緬できる。

　実験的研究において，接地気層の乱流熱伝導率は熱の流れの方向によって大きく変化することが明ら

かにされている。顕才子東が地表から大気中へと上向きの場合には，乱流混含の強度が大きくなるため

に，顕門流束は主要な放射牧支項および熱収支項と比較できるほどの大きさになる。顕熱流束の方向が

下向きの場合には，逆転温度分布が発達し交換強度は薯しく弱くなる。このために，顕熱流束は比較的

に小さくなる。

　冬季，中緯度地帯では逆転温度分布がよく発達するので，顕熱交換は接地気層内の超断熱温度分布に

よってもたらされる夏季の最大値：に比較して小さい。夜間と昼中時の顕熱望束の値を比較すると，同様

な法則性が礒変化の場合にも認められる。

　通風効果の作用のために，顕熱流束の年間値は正の値になる。すなわち，顕熱流束の年平均は，陸上

のすべての気候帯において，ほとんど地表面から大気中へと向いている。

　地表面へのその他の熱流下に比較して顕熱流束の年間値は著しく小さいので，潜熱流束に必要なエネ

ルギー源は純放射だけによって補われると考えなければならない。それゆえ，LKの上限値はRに等し

くなる。いいかえると，十分置湿った条件下では次のようにしておくことができる。

R
Lr

→　　0で しE　→　R （3．23）

　条件（3．22）と（3．23）式は，R／Lr→0およびR／Lr→○○なる条件下での，次の関数のの形を

決定している：

　　　E／r　瀧　の（R／Lr）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．24）
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　かなり昔に，降水と流出に関する資料の解析から，Schre　iber（1904）とOi！dekop（1911）とは水

収支項間に定量的関係をすでに導いていたことを指摘しておこう。01／dekopはこの関係を次のように

表わした：

E－r〔1一・xp（一E・／r）〕 （3．25）

　（これはSchre　iber－0〆dekop　の式で，鷺。はある条件下での最：大可能蒸発量，すなわち蒸発能

である）および次のように表わした：

E＝更⊃o　tanh　 （　r　／Eo　　） （3．26）

　（これは011dekopの式で，tanhは双始線t鼠n関数である）。

　もしもさきに説明した考察との関係から，E◎＝R／しとおくと，これら二つの式は条件（3．22）と

条件（323）を満足することが容易にわかる。この場合，ある場所の可能蒸発量は十分湿った条件での

純放射量によってきまると考えなければならない。このような十分湿った条件では，植被の存在が十分

考えられる。十分に湿った条件下での純放射量は，水分が不足している場合のその場所での純放射量と

違ってくる。

　次に，湿り条件と能動面の再放射量との間の関係を説明しよう。多少とも湿潤な気候をもつほとんど

の地理域では，地表面のアルベドは，湿り条件が変化しても比較的にわずかしか変化しない。十分に多

湿な条件下では，地表颪と空気の温度差は小さいので，そのような場合の蒸発能の値は，地表面の実際

の状態について決定される純放射量によって近似的に決めることができる。

　別の状態が乾燥気候条件下では生ずる。すなわち，この場所では地面を湿らせるとアルベドは変化し，

地表面の温度は気温に近くなる。このような場合には，蒸発能の決定には湿った表面のアルベドと気温

に等しい地表面温度を用いて求めた熱放射量を利用しなければならない。

　E／rとR／Lrとの間の関係について上に説明た考察を検討するために，種々な経験データが利用

されている。一例として，各大陸（山岳地帯を除いて）の流域データを用いて，放射乾燥度R／Lrと

比E／rとの比較を説明しよう。

　図3．11に，E／rとR／Lrとの関係が示されている。R／Lrの小さい値での関係は条件（3．23）

に対応し，直線OAによって近似されている。条件（3．22）に対応するR／Lrの大きい値での関係は

直線ABによって近似されている。図上の点は，水収支データを用いて一定のR／Lrごとに求めた

E／rの平均値を示している。

（

＼

）

1．0

0

A B

0 　1　　　　　　　　　2

放射乾燥度（R／Lr）

3

図5．11放射乾燥度とE／rとの関係
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　実験データが示すように，実際には直線OAから薩線ABへ滑らかに転移する。上に予想したように

E／rとR／Lrとの間の関係は飽和的特徴をもっている。

解析的な形に（324）を表わすには，（325）式および（3．26）式に似た次のような式を利用できる：

E篇r〔1－exp←R／Lr）〕

　　R　　　　Lr
E＝一　tanh　　－
　　L　　　　　R

（3．27）

（328）

同様に，これら二つの関係式の右辺の幾伺学的平均一下のような関係も利用できる：

E罵
聖・舳￥（　　　　　　　　　R　　　　　R1－cosh　　　　一トsiah　　　　　　　　Lr　　　　Lr）

（3，29）

（cosh・とsihhとは双曲線cos関数と双三線sin関数）。この式で求めた曲線が図3．11に示されており，

これは最初の二つの関係式より実験データの多くにかなりよく適合している。

　（3．29）式は降水量および純放射量と平均年三蒸発量との関係を表わしている。

流出量は降水量と蒸発量との差に等しいので，上の式を用いると降水量および純放射量に関するデー

タから流出量も決定できる。

　（3，29）式に根下する流出量および流出係数のための関係式は，それぞれ次のようになる。

／一P十二，。面と二（1一。。sh－＋、、面－）
L　　　　R Lr　　　　Lr

（3．30）

一二1－
r　　　　　Lr　　　　R

∫　　　　R　　　Lr　　　　　　R　　　　R
　　　　　－tanh一（1－cosh一＋Sl一一）

Lr　　　　Lr
（3．31）

　エネルギー収支式と水収支式との関係方程式の物理的内容についてさらに説明しよう。図3．11からわ

かるように，この関係式の基礎にある関係は基本的には二つの極限条件によって決定されている。その

一つは，接地気層内での乱流熱交換の混合メカニズムに関する考えに基づいており，第2は乾燥気候条

件下では流出係数は非常に小さいということに基づいている。関係方程式のパラメータの変化範囲の大

部分で，それに対応する関係はなんらかの境界条件から余り大きく外れていないので，それらの条件の

なかの第1から第2へ転換するための任意な内挿方程式の選択は，特別な意義はもっていない。

　したがって，たとえ関係方程式が半経験的関係であっても，その根拠づけにおける経験的データの役

割は，上に説明した一般的考察に上1回して小さい。関係方程式は，エネルギー収支および水収支の式と

とは独立した補足的関係であることを指摘しておこう。

　エネルギー収支項および水収支項の関係を規定している（330）式と（3．31）式とは，多くの報告の

なかで検討されている。それらの報告のなから，ヨーロッパ河川についての流繊係数の計算例を説明し

よう（B磁yko，1951）。1×104．敦㎡以上流域面積をもつ29河川について流出係数を計算したが，

その平均誤差はα04であった。そして，この係数は0．13から0．64の間に変化した。極端に小さくない流

出係数（0．30以上）をもつ河川の流出係数の計算の糖対誤差は7％であった。これは降水量および流出量の測淀誤差

に近かった。これから，極端に小さくない流出係数をもつ大きな流域については，《気候学》的に求めた流出量と実際

に求めた流出量との違いは，多くの場合，現在の降水量と流出量の決定精度では明らかにできない。

　陸地のエネルギー収支と水収支をむすびつけている関係方程式のより完全なチェックが，陸上の1200

地区のデータを用いて行われた。この場合，蒸発量は降水量と流出量の差として決定した（Budyko・
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Zubenok，1961）。この計算から，関係：方程式から求めたE／rと水収支から求めた扮／rとの違い

の平均値は10％になることがわかった。

　関係方程式を利用すると，年間降水量および年間純放射量と流出量との間の一般的関係が求まる。図

3．12に，この関係が示されている。図に示されている法則は，現在までになされた報告のなかでえられ

た降水量と流出量との経験的関係の多くをよく説明している。

120

8

べ
、
）　　　80

鯛

璽　　40

0

年間糸轍射通
0
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　20

R

40

60

W／㎡

801

0 40 80 120 160

年聞降水量（r），cm

図3．12降水量および純放射量と流出との関係

　この関係方程式を利用すると，ある場所の純放射量に対応する流出量と降水量との関係を作成できる。

ヨーロッパの中緯度帯について計算したこの関係が，曲線Aとして図3．13に示されている。この図上に
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図5．15降水量と流出量との関係
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は，比較のために，西ヨーロッパの河翔での観測資料から流出量と降水量とを関連づけたK：ellerの経

験的関係（曲線B）（Keller・，圭906），東ヨーロソバの河川での観測データから求めたSoko　lovsky

の経験的関係（曲線C）（Sok：olovsky，1936）も示されている。これらの経験的関係と関係：方程式と

の一致は関係方程式の普遍性を証明するもう一つの証拠である。

　関係方程式を利用すると，異なる地域のデータから求めた流出量と降水量の関係の著しい違いの原因

を明らかにできる（Po玉yakov，1946）。中緯度地帯での純放射量の大きな違いによって，次のような

ことがもたらされる。年内降水量が同一でも，純放射量の多い流域（より南の地域）からの流出量は，

すくない純放射をもつ流域（より北の地域）からの流出量より著しくすくない。それと同時に，降水量

の増加に伴う流出量の変化速度d∫／drも変化する。関係方程式から，より北の河川流域でのdず／dr

はより南の河川流域のそれより当然大きくなることがわかる。この法則牲は実際のデータによって非常

によく確かめられている。

　観測データと関係方程式からの流出量の計算結果との一致は，気候要因（特にエネルギー要函）が年

間流出量の形成に対して明確な影響を専えていることを証明している。この結論は気候帯のスケール

に匹敵するような非常に広い流域に適爾できることを強調しておこう。小さい流域の河川では，流出量

は非気候的特徴をもつ局地条件の影響によって大きく変化する。

大気中での水婚環

　生物は現在の気候に対して種々な形で影響を及ぼしているが，そのなかで植被からの蒸散過程は最も

大きい意義をもっている。一般に蒸散は蒸発散のなかで数十％を占めているので，蒸散の変化は大気中

での水循環，したがって降水量に若干の作用を及ぼすことが考えられる。この作用を研究するためには，

大気中での水繧環の法則性を解明しなければならない。

　水循環の最初の研究は今世紀の初めにすでに行われている。その報告の著者（B痴ck㎞er，1901，ほか）

は，睦地のそれぞれの部分で降等形成に外部から逓ばれた水蒸気が支出されているが，それは降水量と

蒸発量との差よりすくないと考えた。陸上の全降水量は一般にこの差より非常に大きいので，多重内部

水野環が存在するという結論が何回となく出されてきた。いいかえると，陸地のある地区に外部から運

びこまれた水蒸気は，降水の形でこの地区に何回となく降り，その後大気大循環によって遠くに運び出

されると考えられてきた。多重水分婚環という考えから，陸地表面から蒸発の比較的に小さい変化は全

降水量の大きい変化をひき起こすという結論が生まれた。

　多重水循環という概念は，水循環の定：量的理論に関する研究（Budyko・Drozdov，1950；K：ashin・

Pogosyan，1950他）のなかで反対された。

　次に，水循環の基本方程式の結論（Budyko・Drozdov，1953）を説明しよう。

　平均の直線スケールが4なるある地域上に，大気中を水蒸気が運ばれているケースを研究しよう。こ

の地域に空気流によって流入する水蒸気流勢はw礒とおくことができる（wば媛象地域の風上側境界線

上での大気の平均水蒸気念量，uは対象地域に水蒸気を運んでいる空気流の平均速度）。空気の流路上

で大気の水蒸気含量は，降雨への水分放出そして蒸発による水分補給とのバランスによって変化するだろう。

　対象地域から空気流によって持出される水蒸気流束はwu一（r－2）4に当然等しくなるだろう。

ここでrは全降水量，Eはある醗究対象とする期間内の金蒸発量である。

　対象として地域上に運びこまれる全水蒸気三階は，二つの流東一対象地区以外の所の蒸発によって形

成された外部（移流）水蒸気流東と局地的蒸発によって形成された局地流束からなっている。

　対象地域の風上側境界線ま：の外部流東はwuになるだろう。～方，風下側境界線上の流東（対象地域

から流れ出る）はwu－ra4となるだろう。ここでraは外部（移流）水蒸気によって形成される全降

水量である。風上側境界線上では，第2の水蒸気流物は0になるだろう。一方，風下側境界線上ではそ

れは（対象とする地域から流束が逃げる場合），（E－rM）4となるだろう。ここでr湿は局地起源

の水蒸気から形成される全降水量である。
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圭1警灘野晶晶灘奪讐束総点捻籍幣1鑑
なることを考慮しなければならない。局地起原と外部起原の水蒸気分子は，乱流交換過程によって大気

申でよく飴されているので寸地起原の水蒸気と外部起原の水蒸気によって形成される鰍量の比は，

大気中でのそれぞれの水蒸気分子量の比に等しい。

　いいかえると，次のようにおくことができる

　　　エLw一ナ・。4
　　　，。　1　　　　　　　　　　　　　　　　（3・32）
　　　　　　　7（E　・M）4

これから，下のような二つの式がえられる：

1

r　a譜r
　　　　I＋（E4／2wu）

（3．33）

1

「M　＝r
　　　　1＋（2wu／Eの

（3．34）

　（333）式を利用すると，外部（移流）起原の降水量への全降水量の比である水循環係数を決定でき

る。それは下のようになる：

　　r　　　　　　E4
K：罵・一　　こ｝十一
　　ra　　　　　2wu

（3．35）

　ここに得られた関係式を利用すると，水分循環に影響を与えている主な因子と水分徳環の特徴との関

係を解析できる。すなわち，特に（3．35）式から，水分循環係数は大気中での水蒸気収支因子に関係し，

河川流出量には直接関係のないことがわかる。同様に，（3．33）式，（334）式および（3．35）式を利

用すると，研究対象地域のスケールと外部降水量，局地降水量および水循環係数との関係を明らかにで

きる。スケール4の増加に伴って，局所降水量と水分循環係数は増加する。極端に小さくない地域では，

スケールと水振環係数との実際の関係は非線型である。すなわち，地域の大きさが増すと，空気粒子の

運動軌跡の曲線化の影響のために，水蒸気の平均輸送速度uは若干減少する。

　降水量形成への大気申での水蒸気輸送の影響を評価するために，ソ連領ヨーロッパ地域の水循環項の

計算データ（表a5）を引用しよう。このデータは，局地．水蒸気から形成された降水：量は全降水量のご

く僅かにすぎないことを示している。年間をみても，個々の月をみても，水須環係数は1よりわずかに

表5．5 ソ領ヨーロッパ地域での水循環項の年変化
1 H 皿 w V w 町 隈 双 X XI ．）盤 年

E　c照／月 α5 0．5 LO 3．6 5．0 5．4 5．0 3．9 2．2 1．1 0．7 0．5 29．4

w　　　　cm 0．4 0．4 G．6 0．9 1．5 2．0 2．3 2．2 1．6 1．2 0．8 0．5 1．2

u　m／s 77 7．8 7．8 72 6．6 6．2 5．8 6．3 6．9 75 77 76 71
K 1．07 1．08 1．09 1．24 1．22 1．19 1．17 1．12 1．08 LO5 1．05 1．06 1．12

r　c田／月 2．7 2．3 2．4 2．8 3．8 5．5 6．3 5．9 5．1 4．9 3．8 3．2 48．7

raC田／月 2．5 2．1 2．2 2．3 3．1 4．6 5．4 5．3 4．7 4．7 3．6 3．0 43．5

r擁。阻／月 0．2 0．2 0．2 α5 0．7 0．9 α9 α6 0．4 0．2 0．2 0．2 5．2
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大きいだけで，多重内部水循環の考え方の正しくないことを実証している。

　実際，ソ領ヨーロソバ地域のように広大な陸地においてさえ，全降水量のごく僅かな部分（約12％）

が，局地的蒸発による水蒸気を利用して反復的に降っているにすぎない。ある陸地上に降る降水の大部

分は，外部から運ばれた水蒸気によって作られている。

　Drozdovおよび協同研究者の報告のなかで，全大陸上での大気中の水循環が研究されている（《世界

の水収支》，1974）。これらの研究結果が表3．6に示されている。この表のデータから，最も広い大陸

一アジアにおいてさえ，降水量の大部分は外部から大聖上に運びこまれた水蒸気から形成されているこ

とがわかる。したがって，大陸上への主な水分供給源は海洋からの水である。

表ろ．6　各大陸上での大気水収支

　　　項　昆

蛛@陸

全降水量
笈竅^yr

移流降水

窮u／yr

局地降水

窮u／yr
水循環係数

ヨ　一　　ロ　　ツ　ノ’e 7540 531G 2230 1．42

ア　　　ジ　　ア 33240 18360 14880 1．81

ア　フ　リ　カ 21400 15100 6300 1．42

北アメ　リカ 16200 9800 6400 1．65

南アメ　リカ 28400 16900 11500 1．68

オーストラリア 34700 3040 430 1．14

　大気中では海洋からの水分の輸送が大きな部分を占めているので，全降水量への大陸表面からの局地

蒸発の寄与は比較的に小さい。特に，100万k㎡以下の地域ではそうである。しかしながら，このことは，

全降水量への局地的蒸発の影響が，大気循環項の変化によって制限されるということを意味しているの

ではない。水循環への局地的蒸発の直接的影響とならんで，空気中の相対湿度のレベルと降水量との関

係によってきまる二二的影響が存在している。

　Drozdovの研究（Drozdov・Grigoreva，1963）で，降水量を決定するため次のような半経験式が

見出された：

r譜aw幹（h） （3．36）

ここでhは0～7k㎡気層内の平均相対湿度，　wは大気の水分含量，　aは，もしもh＝100％で1日間に

0．1wなる雨が降るならば，圭．0になる比例係数である。ソ連領ヨーロッパ地域では，この係数は1，0

に近い。

　中緯度地帯の多くの地域で，経験開数ρ（h）は似た特性をもっている。すなわち，ソ二二ヨーロッパ地

域では，関数争（h）は下のような特徴をもっている：

　　　h％　 40　45　50　55　60　65　70　75　80　85　90　95　100
　102・ψ（h）　　0．7　　1．4　　3．7　　5．7　　6．8　　7．5　　＆2　　8．6　　9，1　　9．5　　9．7　　9．9　　10．0

　このデータからわかるように，40％以下の相対湿度では降水量はわずかである。そして，空気の相対

湿度が50～55％までは，湿度の増加に伴ってそれは急激に増加する。それ以上の相対湿度域では，降水

量の増加は緩やかになる。湿度が高い条件では，その変化は降水量に余り大きな影響を一与えない。

　（3．36）式は，周地的蒸発と降水量との関係の決定に利用できる。この場合には，wとhの値：は対象

としている地域上に運ばれる全判蒸気量への局地的蒸発の影響を考えて求める。そうすると，ある一定

の空中湿度域で降水量への局地的蒸発の影響は，局地的蒸発が大気中の全水蒸気量へなす役割より数倍

も大きくなりうることがわかる。
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　したがって，降水の形で降る水の起源を特徴づけている大気水循環に関する理論は，降水量への局地

的蒸発の竃接的影響を考慮するのにだけ利用可能であ為　Drozdovの研究で指摘されているように，

多くの場合において，降水に対する局地的蒸発の聞接的影響は大きな意義をもっている。それのない海

洋から遠く離れた大陸内部は，砂書になってしまう。

　（336）式を利用すると，局地的蒸発量を決めている植被タイプに降水量がどのように関係している

かを明らかにできる。しかしながら，植被の特徴と蒸発散量との関係の研究は不十分である。すなわち

蒸発への森林の影響はすでに多年にわたって研究されているが，現在でもこの問題は十分解決されてい

るとはいえない。森林は他の植生タイプに比較して蒸発散量を大きく変化させるとはいえない。苔の生

えた沼沢地が乾燥して，その上に森林植生が発達すると，蒸発散量は多分増加するだろう。低い草の植

っている沼沢が乾いた時には，逆の効果が生ずるだろう。

　植生のタイプが交替するとき蒸発散量は約10％変化すると仮定でき為（3．36）式と上に引用した

諸関係を利用すると，降水：量に対する蒸発の変化の影響は，そのなかで蒸発変化の生じている地域の大

きさで当然変化することがわかる。　もしも蒸発の変化が1000kmの直線スケールをもつ地理帯の範囲で生

じたとすると，降水への蒸発変動の影響は余り大きくはないだろう。しかしながら，蒸発の変化が大陸全

体またはその大部分というような空間的スケールで生ずるならば，その影響は重要なものになるだろう。

ろ．5　自然地理帯

自然地理帯の襲踏性の要因

　Do㎞chaevは自然地軸帯の革帯性現象を研究し，大陸上の広い地域（帯）内で自然条件は多くの一般的

特徴を保持しながら，帯か帯へと著しく変化していることを明らかにした。彼は，地球が球形をしてい

るために《気候，植物および動物は厳密な～定の順序で北から南へと地表面上に並んでおり，そして±

壌形成因子そのものが有名な法則に従って帯状に分葉している。その結果一土壌は多少とも緯度圏に平

行な（若干の例外を伴って）ある帯の形で地球上に必然的に分布している》と指摘した（Dokuchaev，

1948）。

　Dokuchaevは自然地理帯を七つに分け，ボレアルまたはツンドラ帯，北：方森林帯，森林ステップ帯，

ステップ帯，乾燥ステップ帯，砂漠帯，ラテライト帯と名付けた、（別の報魯では，Do㎞cha麟まこれらの

地帯の名称を若干変更している）。

　地理帯の成帯性に関する最近の研究では，Grlgorevの仕事をあげなければならない。報告書

（Grig6rev，1966，1970）の形でその後発表された研究のなかで，彼は自然環境の空間的構造を研

究した。Grigo血vは各緯度帯に分布している自然環境を四つのタイプに分けた。その第1は赤道帯で，

そこでは1年を通じて気温が高く，降水量が豊かである。この地理帯では，湿潤熱帯森林が発達し，流

出係数は大きく，土壌侵蝕は強い。

　第2の自然地理帯一熱帯は，夏に太陽高度が高くなり冬にそれが著しく滅思する緯度帯に分布してい

る。このため，気温は明瞭に年変化をする。前の自然地理帯と同様に，この地理帯でも地球一大気系の

純放射量は正である。熱帯の降水量は，その緯度帯留で変化し，そのために熱帯内には三つの亜帯が形

成される。外部熱帯域では，年間降水量はすくないので，そこは半砂漠隷び砂漢となっており，貧弱

な乾生植物，小さな流出係数そして活発な物理的風化がみられる。赤道帯へっながっている沿赤道亜帯

では，夏半隼間の自然条件は赤道帯の条件に一致している。一方，冬半年間のそれは赤道帯の外側の地

理帯の条件に近い。このような関係で，沿赤道亜帯では湿潤条件は1年半間に非常に大きく変化すると

いう特徴をもっている。そして，多くの地域において，夏半妬間の間に箆2の弱い乾期がみられる。

　沿赤道映帯の植生は多様で，陽生熱帯林とサバンナ林が含まれている。そして，落葉樹林，常緑樹林

そして開放サバンナからなっている。

　沿赤道南帯での河川流出は降水量の年変化との関係で1年を通じて変化する。風化過程も季節で変化
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するという特徴をもっており，雨季には化学的風化が主たる役割を演んじ，乾季には物理的風化が主で

ある。

　赤道帯の3番屋の亜帯をGrigor凶は申間帯と名付けている。この中聞帯の特徴は，かぎられた量の

降水のある琵較的に短い湿潤期があるが，1年を通じて乾燥条件が卓越していることである。この亜帯

は，多くの点において，赤道外側亜帯に似ている。ただ，ここの植生発達条件は赤道外側亜帯よりはか

なり優れている。

　Grigo〆evの分類によると，次の緯度帯は中緯度と亜熱帯とを含んでいる。この緯度帯では，地球一

大丁番の純放射の年闘量は負であるが，最：早月の気温が5℃以下になることはない。この緯度帯内の降

水量は，大気大循環条件の違いのために，0に近い値になるまで非常に大編に変化する。

　3番目の緯度帯では温度条件と水分条件の多様な組合せがあり，それに応じて植生の種々なタイプー

ツンドラ，森林ツンドラ，針葉樹林，混交林，広葉樹林，森林ステップ，ステップ，半砂漠，砂漠一が

みられる。温度の年変化が大きいので，風化過程は1年の間で非常に大きく変化する。

　最後に，北半球の生地の4番昆の自然地理帯をGrigo掩vは極圏帯と名付けた。この地理帯は年聞を

逓じて低温の卓越している高緯腹帯に分布している。この地帯では，貧しい植生が永久的な雪と氷の地

域一北極荒地に囲まれたわずかな地区にみられるだけである。氷に覆われていない地域では，多湿条件

が卓越していて流出係数は大きい。

　各緯度帯でもみられる自然地理帯の形成の法則性を多くの研究者が研究している。Dokuchaevはすで

に次のように述べていた。すなわち，自然地理帯の境界はある程度気候因子によってきまり，特に湿潤

状態を支配している気候条件に密接に関係していると述べていた。かれの研究のなかで，主な自然地理

帯での降水量と可能蒸発量との関係が評価されている。Dokuchaevの研究に続いて，降水量と可能蒸発

量の関係と土壌および植生の分布との聞の関係を明らかにするため，数多くの研究が行われた。

　このような分野の研究のなかで，Vysotsky（1905）の硬究を説明しなければならない。かれは，報

告のなかで，凝滞蒸発能（水爾蒸発讃の蒸発量にひとしいと仮定）への年忘降水量の比を多くの自然地

理帯について計算した。そして，この値を，各自然地理帯における土壌タイプおよび植生タイプの形成

条件を解析するために利用した。

　Grigo掩v（1946，1954ほか）は，湿潤条件の研究に放射状態のデータ利用する別のアプローチを提

案した。かれは，湿潤条件は大気降水量と放射状態の特徴に関係していると考えた。

　著者（Budyko，19娼）の報告で，次のような事実が手旨摘されている。年間条件を考えると，陸地の

エネルギー収支式および水収支式は，次のように表わすことができる：

　　　RE　P　　　　　　　　（337）　　　一＝　一　十　一一
　　　Lr　　　r　　　　I．r

1＿旦＋■
　　　r　　　　　　r

（3．38）

（エネルギー収支式の各項はLrで，水収支式の各項はrで除した）。

　これらの関係に，’次のエネルギー収支と水収支の関係方程式を追加する

　　　E　　　　　R
　　　一漏　　の　（一）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　3＿39）

　　　r　　　　　Lr

　ここにあげた三つの方程式は，エネルギー双支項と水収支項の四つの相対値をむすびつけている。し

たがって，これらの値を決定するには，それらの一つだけを尊えれば十分である。

　関係：方程式の形の特徴を考えると，次のように結論できる。すなわち，エネルギー収支項および水収
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・支項のすべての相対値を決定するパラメータとして，R／LrまたはP／Lrを選らぶことができる（比

E／rまたは∫／rのわずかな変化はR／LrまたはP／Lrの大きい変化に対応しているので，比

E／rまたは∫／rは乾燥気候条件下では最初のこ二つの量のためには確定的でない）。

　顕熱流束の値の決定精度は，一般に純放射のそれより低：いので，エネルギー収支項および水収支項の

糊対値を決定する基本パラメータとしては，R／Lrを利用するのがより妥当である。このパラメータ

は，降水量rへの蒸発能R／しの比または年下降水量の蒸発に要する熱量への地表面の純放射の比とし

て研究できる。

　したがって，このパラメータを利用するとD◎kuchaev－Vysotskyの湿潤指標の考え，そして湿潤条

件を特徴づけるための純放射と降水の関係値に関するGrigo施vの提案も，同時に考慮されることにな

る。

　エネルギー収支項と水収支項の相対値：は一つのパラメータR／Lrによって決定されるけれども，こ

れらの項の絶対値を決定するには，たとえば二つのパラメータR／LrとRとを利用しなければならな

い。

　放射乾燥度（R／Lr）の物理的意義を解明するには，地表面の純放射量と可能蒸発量（蒸発能）と

の関係を研究しなければならない。

　土蟹水分が十分な条件では，陸地表面の可能蒸発量は，次のような水面または湿薩からの蒸発式で決

定できる。

Eo＝ρD（qs－q） （3．40）

ここでρは空気密度，Dは拡散速度，　qsは蒸発面温度で飽和した空気の比湿，　qは普通気象観測の測

定レベルにおける空中比湿。

　qsの値を決定している蒸発面温度を知るには，エネルギー収支式（第4章参照）を利用すればよい。

　図3．14に，種々な気候条件に分布している44点でのR／しの値と（3．婆0）式から求めたEoの値の比

較が示されている。この図から，（3．40）式による蒸発能計算値と純放射の年平均値とはかなりよく一

致していることがわかる。二つの量の聞の相関係数は0．98になった。

　蒸発能と飽差（この値：は蒸発能を計算するためにしばしば利用されている）との関係が図3．15に示さ

れている。この図には，ソ連領土内の種々な自然地理帯に分布している187地点での飽差の平均値と純

放射の年平均値との関係が示されている。この園からわかるように，多少とも多湿な気候条件では，純

放射と飽差との聞には直線に近い十分密接な関係がある。この関係は乾燥気候条件では乱れてくる。

　したがって，地表面の純放射量を用いると，蒸発能を決定できる。蒸発能決定のためのいくかの他の

方法と同じように，飽差から蒸発能を計算する方法の精度は若干低：い。

自然地理帯の成野性の周期法則

　自然地理帯の成帯性への気候因子の影響を研究するために，放射乾燥度の世界分布図を利用した

（　Budyko，1977a）。

　この地図に示されているように，各大陸上での放射乾燥度の等値線の分布は大陸上で非常に変化して

いる。放射乾燥度の最低値に対応している最も湿った条件は，蒸発能の小さい高緯度帯で主としてみら

れる。放射乾燥度の最大値は半砂漠条件および砂漠条件でみられる。

　現在発表されている植物地理分布図および土襲分布図と放射乾燥度分布図とを比較すると，放射乾燥

度の等値線の分布と主な自然地理帯の配列とがよく一致していることが容易にわかる。0．5以下の最低

の放射乾燥慶はツンドラに，0，5～1．0の値は森林帯に，1．0～2．0（1埴はステップに，2，0～3，0は

半砂漠に，そして3以上の値は砂漠帯に対応している。

　植物地理図および土壌図と放射乾燥度の分布図とを比較した時にえられる多くの結論には触れないで，

主要な結論，すなわち，エネルギー収支項と水収支項との相対値を決定している放射乾燥度は主要な自
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然地理帯の境界の分葎とよく一致していることだけを力説しておこう。同一自然地理帯内でも緯度が違

うと，自然過程の発達が明らかに非常に違ってくる。このような差異は，純放射量Rによって表わされ

る自然過程のエネルギーベースが緯度によって違うていることに関係している。

　したがって，自然過程の一般的成帯性条件を特徴づけるのには，一つのパラメータR／Lr（エネル

ギー収支項と水収支項の相対値を決定している）を利用すれば十分であるが，自然過程の強さの絶対量

を特徴づけるには，二つのパラメータ：R／LrとRを利用しなければならない。これらこつのパラメ

ータはエネルギー収支項と水収：二項の絶対量を決定している。

　二つのパラメータR／LrおよびRと植物地理条件との関係は，それぞれの座標にRとR／Lrとの

値をとったグラフの形で表わすことができる。この図上において，主要な植物地理帯は点線によって区

切られている。この図がモデル的な形で，図3．16に示されている。この図上の実線は実際にみられるR

とR／Lrの範囲を示している（山岳地帯を除いて）。この図上の鉛直点線で示されているR／Lrの

ある値は，主要な植物地理帯：ツンドラ，森林，ステソプ，半砂漠，砂漠：を区切っている。森林帯に

おける純放射量の大きい違い，そしてステップ帯での純放射量の若千小さい違いは，植生の一般的特徴

が同じようであ・ても・れらの壇帯内で植物耀嚇徴が大きく違。ている・とを表わしている。

嶺
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放射乾燥度（R／Lr）

図5．16植物地理帯の冗談性のグラフ

　±壌の成帯性は植生の成帯性と密接に関係しているので，パラメータRおよびR／Lrのある値と植

生帯との関係についてえられた結論は，：土壌帯についても完全にあてはまる。このような関係で，パラ

メータR／Lrが増加する場合，土壌タイプは，a）ツンドラ土壌，b）ポドゾール，禍色森林土壌，淡黄

色土壌，赤色±，ラテライト±壌（こめグループ内での土壌タイプの違いはパラメータRの広い変化に

対応している），c）チェルノージムとサバンナの黒土，d）栗色士壌，　e）灰色土屡という順に変化する。

このような変化の模様は，図3．16に示されている植生帯のグラフによく似た形に表わすことができる。

　パラメータRおよびR／Lrと陸地の水分状態の暖帯性との関係は，定性的な形だけでなく定量的な

形でも明らかにできる。

　関係方程式から，パラメータR／Lrのそれぞれの境界値は流出係数の値の各境界に対応しているこ
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とがわかる。R／Lr＜1／2なるツンドラi条件下では，流出係数は当然0．6以上になる。1／2〈、

R／Lr〈1なる森林帯では，流出係数は0．3から0，6の値になる。1＜R／Lr＜2なるステップ帯

では，流出係数は0．1から0．3の値になる。そして，半砂漠帯および砂漢帯では，流出係数は0．1以下

になる。実察の資料もこの法骨性をよく証明している。

　したがって，エネルギー因子の影響を考慮すると，流出係数の平帯的変化を定量的な形で説明できる。

流出量の絶対値：は，二つのパラメータ：RとR／Lr：とを用いると求められる。図3．16と同様な形に

表わすと，年間流出量の刺痛を決定できる（図3．17）。この図は，種々な自然地理帯の流出量の絶対値

を表わしている。

　上に説明した事情から，二つの気候パラメータ：地表鷹の純放射と放射乾燥度：と自然地理帯との間

卜積
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図5」7種々な気候条件下における年三流出量（c皿／yr）

には密接な関係のあることがわかる。Grigorev（1956，王962）はこの関係を研究した。そして，この法

則性を自然地理帯の周期法則と名付けた。

　上に説明した概念との関係で，それぞれの緯度帯のなかには，放射乾燥度の各等値線と自然地理帯の

境界線との間に一定の対応関係が存在している。そして，緯度が違っても，放射乾燥度が同一であると，

多くの：重要な特徴が非常によく似た自然地理帯がみられる。したがって，湿潤条件のそれぞれ違う自然

地理内である緯度帯から他の緯度帯へ移行すると（純放射量の違いが生ずる），エネルギー条件にもと

つく差異とならんで，同様な類似性が反復して見られる。

　このような法則性の～般的特徴が表3，7に示されている。この表は図3．1aこ示されているスキームを

一層発展させたものである。この表上で，各緯度帯のエネルギー状態を表わしている純放射量は湿った

土壌面に対応していることを旛平しておこう。乾燥気候域では，湿った土壌面の純放射量は観測績より

も大きい。

　ここに説明した図表を利用すると，平担な地域での自然地理的成帯性の法則性について，次のような

結論がえられる。水分条件の境界を特徴づけているグラフ上の各区画は，各々個有の河川流出係数をも

っている。それと同時に，区画の各々において，年間平年流出量の増加につれて，すなわち緯度の減少

につれて増加する（このことは砂漠条件にあてはまらない。砂漠条件では，低い緯度帯でも流出量は常

に0に近い）。

　表内の各区函には植生の同じようなタイプが存在してしている。この場合，水分が多い条件では，極

端に多湿な条件（1／2以下の放射乾燥度をもつ）を除いて，全緯度帯で森林植生が車越している。』
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表5．7　自然地理帯の成業性を示す表

エネルギーベース 放　　射 乾　燥 度　（　湿 潤　　条 件　）

工．0～2，0 2．0～3．0 3，0以　上
口　放射量 0割引　下 0．0から1．0まで（多湿） やや水分不 水分不足 極端に水分

足 不足

0　以　　下 1

（高緯度帯） 永久氷雪帯

0～70W／拍・ 一 丑a Hb 皿c Hd 正e 皿 w V
傭部北下， 北極荒地 ツンドラ 北部タイガ 南部タイガ 広葉樹林 ステップ 中緯度半砂 中緯度砂漢

亜北極圏，中緯 （無森林諸 一 ｝ 漠

度帯） 島より南⑳ 中部タイガ 混交林

沼沢性シュ 　

ラブ地区

70～100W／m・ 一 『
Vla V｝b 題 駆 K

（亜　熱帯） 多くの沼沢 亜熱帯雨林 硬広葉亜熱 亜熱帯半砂 亜熱帯砂漢

を伴う亜熱 林・低木林 漢

帯半雨林地 落葉広葉樹
区 林区

100W／飴似上 一 ｝ Xa Xb Xc Xd 預 双 皿
（熱　　帯） 赤道沼沢林 薯しく過湿 中過湿（半 明色熱帯森 乾燥ナバン 砂漠化サバ 熱帯砂漢

の卓越地区 （強沼沢．） 沼沢）熱帯 木と森林サ ナ落葉林 ンナ

熱帯森林区 森林区 バソナの卓

越する赤道

森林区

そして，高緯度帯においては，森林植生はツンドラに代わる。一方，より低い緯度帯では，沼沢林と沼

沢になる（低緯度地帯では，1／2以下の放射乾燥度は限られた地域においてだけ見られるので，低緯

度地帯での極めて多湿な地区は，独立した自然地理帯として取り扱うことはできない）。

　水分条件の各境界は植生のタイプだけでなく，その生産力をも特徴づけている。上に引用したGri獄

or6vと著者の報告では，自然植生の生産力は水分条件が最適条件に近づくに伴って（純放射が同じ場

合）増加すると考えられている。また，一定の水分条件では，植生の生産力は純放射量の増加につれて

増大すると考えられている（各々の自然地理帯の植生の生産力に関する問題は，第4章でより詳細に説

明されている）。

　表の二二には，±壌タイプの変化の一定の順序が対応している。そして，それぞれの欄内にふくまれ

る土壌タイプは，非常に類似した特徴をもっている。

　負の純放射量，負の放射乾燥度そして実際上植生も土蟹層もない永久氷雪地帯ならびに非常に低い年

算純放射：量と高い湿潤度をもつ北極荒地黒帯は，この表のなかで特別な位置を占めている。

　表に示されている自然地理帯の成帯性の法則性は，次のような単純な考察をすると明らかにできる。

　地球は球形をしているので，その表面は数個の緯度帯に分けることができる。その各々の間で，表面

上に入射する太陽放射エネルギーの流束は違っている。これらの各緯度帯（永久氷雪帯を除いて）では，

水分条件の種々な違い一十分湿った条件から水分不足条件まで一を観察できる。各緯度帯で同一の水分

条件をもつ地理条件はある程度似ていると考えることができる（それは放射エネルギー流束の違いに基

づく差とむすびついている）。いま，我々が気候湿潤度（または気候乾燥度）の大きい方向に並んでい

る二つの緯度帯の特徴を次々と比較するとしよう。するとよく似た性質が周期的に現われてくる。

　自然地理学的な成帯性の表は，気候状態の要素の年平均値と自然帯との関係を明らかにしている。通

常，気候要素の年平均値は各季節に特徴的な気候要素の値を平均化したものと考えることができる。
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　各季節の気候状態の特徴を考慮すると，地理的成獣性に対する気候要素の影響をより鰐瞭に表わすこ

とができる（Grigor’ev，Budyko，1962）。

　各季節の気候条件を特徴づけるために，次のように気候状態の基本的タイプを分類しよう：

　1．北極性気候状態，これは積雪の存在，0度以下の気温，負または0に近い純放射が特徴である。

　2．ツンドラ気候状態，純放射量が低い正の値の時，月平均気温は0～10℃である。

　3．森林気候状態，純放射量が正で多湿で，月平均聴講は10℃以上になる。そして，蒸発は蒸発能の

　　半分以上である。

　4　乾燥帯（ステソプおよび乾燥サバンナ）の気候状態，純放射が正の期間，蒸発は蒸発能の0．1～

　　0，5の間にある。

　5．砂漠気候状態，純放射が正の期間，蒸発は蒸発能の0．1以下である。

　もしも，ここにあげた気侯状態のタイプのいずれかが1年を通じて観測されるならば，自然地理帯の

各月の気候条件は完全に一致するだろう。しかしながら，地理帯のほとんどで，1年を通じて気候状態

のいくつかのタイプが次々と交代していく。例えば，ソ四二二一ーロッパ地域のステップ地帯では，1年

間に，気候状態の四つのタイプ：冬季には北極状態，初春にはツンドラ状態がみられ，これはすぐに森

林帯の気候状態にかわる。そのあと，夏にはステップ地帯と最も典・型的な気候条件が出現する。この場

合，上に説明した気候状態の最後のタイプだけが，この自然地理帯に対応している。

　北半球の各緯度帯での二二を通じての気候条件のうつりかわりの一般的な特徴が，図3．18aに示され

ている。これはヨーロッパとアフリカをカバーする東経20度から40度までの間の平担地での特徴を表わ

している。図3．18bにはアジアの東部地域における気候条件のうつりかわりが示されている。図3．エ8　c

は北アメリカ東部と南アメリカでの気候条件の年変化を示している。
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図5．18各自然地理帯の気候タイプの季節変化

　この図上のデータは，各経度上において気候状態の季節変化が非常に違っていることを明示している。

これらの違いは中緯度と低緯度で特に著しい。これは，それらの地域の気候状態のタイプが湿潤条件に

関係しているためである。

　ヨーロッパおよびアフリカでは，低湿な気候状態が広い緯度帯でみられ，それは夏には北方へ，冬に

は南へ移動する。これは，冬および春には，水分条件の最もよい地帯は亜熱帯にあり，夏には熱帯地方

にあることを示している。

　アジア東部および北アメリカでは，湿潤状態の構造はヨーロッパ地域のそれと非常に違っている。これ
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は大気婚環過程の大きな違いのためである。

　図3，18から，全経度上において，1年の大部分を通じて水分不足条件（状態4，5）または熱量不足

（状態1，2）が見られることがわかる。赤道に近い狭い地帯だけでは，1年を通じて状態3に相当す

る条件が見られる。

　状態2と4の場合，特に状態1と5の場合には，自然植生の生産力は低い。この場合は，次のような

法則性がみられる。熱量不足の条件下では，地理帯のタイプは，その期間が割合に短くても，自然植生

の生産力が最大になる期間の気候状態によってきまる。例えば，ツンドラの成帯的景観は暖候季の条件

によってきまる。しかし，この場合でも，暖候季の長さは1年の長さの1／5～1／4以上になること

はない。この場合，1年の大部分を占めている寒候季の気候状態は，景観の成帯蒋性には影響を尊えな

い。

　上と同様な法則性は，一般に水分不足の条件下でも見られる。たとえ水分不足の期間より短い場合で

も，自然地理帯のタイプを決定するのはより湿った期間の存在である。

　しかしながら，水分不足の自然地理帯条件下でも，十分な，または過剰な水分を伴う短い期聞が見ら

れることを指摘しておく必要がある。この短い期間は，土壌水分の多いある程度長い期間を必要とする

典型的な森林植生が発達するには不十分である。

　自然地理帯のタイプと成帯化のための気候因子の季節的変化とを関連づけている上記の法則性は，地

理的成帯性への気候因子の影響について上に説明した概念を補足している。

　1956年に提示された地理的成帯牲の周期法則の概念は，最近の多くの研究のなかで広く利用されてい

る。多くの報告のなかで，植生の分；布の法則性の解明にこの法則を利用する可能性が研究された

（Armand，1967；Bazilev圭ch，　Rodin，Rozov，1970他）。地形の帯状性への研究へ周期法則を

利用する可能性が明らかにされている（Budyko，K：otlyak：ov，Meshchery＆kov，1970）。

　地理的成帯性の環象の研究における周期法則の意義が，Kalesn三k（1970）の書物のなかで研究され

ている。
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第4章　植 物

4．1　生物圏内の植物
　古代ギリシャ時代に，生物は二つのグループ：植物と動物：に分けられた。これらのグループは，現

在生物界の二つの界として研究されている。

　植物と動物とは，いくつかの一般的特徴をもっている。すなわち，そのなかの大多数は細胞構造をも

っている。すべての生物が生きていくには，周辺環境からエネルギーを獲得するために物質交換が必要

である。植物と動物との主要な違いは，植物の大部分で，細胞の周囲に固い繊維質の細胞膜があること

（ほとんどすべての動物の細胞には，このような細胞膜はない）および植物はその生下期問を通じて生

長する能力をもっていることである。一方，動物では，生長期間は限られている。植物の大部分（特に，

陸上植物）は動かない。しかしながら，動物（水中に住む若干のものを除いて）は空間を移動する能力

を持っている。もしも，すべての動物が他家栄養，すなわち他の生物の作り出した有機物を利用して生

きる生物とすると，植物の大物分は自己栄養生物である。植物は光合成過程を通じて，太陽エネルギー

を吸収しながら，二酸化炭素，水及び若千の無機養分から有機物を作り出す能力をもっている。

　圧倒的大多数の動物のために必要な有機物とエネルギーの唯一の給源としての生物圏内での自己栄養

植物の役割は，たとえようのないほど大きい。これらの植物群の活動は，大気の化学組成の変化に非常

に大きな影響を与えてきた。そのような大気組成の変化は生物の進駕の方向を決定してきた。この問題

は鳥山で詳細に説明する予定である。

　上で説明したように，光合成の他に，植物は有機物を合成する一化学合成の能力をもっている。物質

代謝過程のエネルギーとして，太陽放射エネルギーの代わりにある無機物質の酸化に際してえられるエ

ネルギーを利用するいくつかの細工も化学合成能力を持っている。土壌中にいてアンモニア塩から亜硝

酸塩まで，そして亜硝酸塩から硝酸塩まで酸化する硝化細菌は，化学合成菌に属している。これらの細

菌の生命活動を通じて，植物に利用される土壌窒素化合物が形成される。窒素循環のなかで重要な役割

を演じている硝化細菌は，大規模な生物圏過程への化学合成菌類の重要な影響の一例である。しかしな

がら，化学合成のなかで作り出される有機物全量は，光合成による全生産量に比較したら極めてわずか

である。

　光合成は陸上および水体内の畠己栄養植物によってなされる。これらの植物は地表面へ入射する太陽

エネルギーのほんのわずかな部分（％のオーダ）を，有機物を作り出すのに利用する。光合成過程を通

じて作られた化学エネルギーと有機物の一こ口，植物の呼吸およびその他の生命活動に使われる。光合

成過程で作り出された有機物量と生命濡動で消費された有機物量との差が，自己栄養植物の生産力にな

る。

　自己栄養植物の生存域は，光合成過程の維持のために必要な条件によって決まらている。これらの条

件としては，植物の利用する二酸化巌素，水，多くの無機物質（窒素化合物，燐酸化合物など）および

太陽エネルギーの周辺環境内での存在が大切である。光合成の生産力は温度の隈られた狭い範囲内でだ

け，植物にとって必要なレベルに維持される。

　以上あげたような条件は生物圏の限られた部分においてだけ満足されるので，光合成植物は《生命物

質膜〉内にだけ，すなわち陸地表面および水体の表層内にだけ存在している。陸地のかなりの部分で自

己栄養植物が見られない。すなわち，液体の水が欠けていて，土壌温度と気温が低いために氷河上，十

分な水分量がないために乾いた砂漠地域および土壌のない省表門上などには植物は見られない。海洋の

多くの海域において，自己栄養植物の生産力は必要な無機養分の欠乏のために詞限されている。このた

め，これらの海域の光合成生産力は低い。

　自己栄養植物はく生命物質膜》の存在の基本であり，そしてこれらの植物のない，または植物の活動
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が不都合な条件によって抑えられているような地球表面上では，この生命物質膜は疎らに，または消失

することを指摘しておこう。

　非常に古く，そして極めて原始的な光合成生物グルーープは，淡水，海水そしていくつかの温泉内なら

びに土壌表面上に見られる藍藻類である。藍藻類のある種一単細胞生物は単細胞生物のコロニーを作る。

これらの藻類の細胞内の核物質は膜によって囲まれていない。すなわち，十分に形の整った核を構成し

ていない。このような関係で，藍藻類は原核細胞グループに属している。

　細胞内に核をもっている現在の藻類は普通のグルーープで，そのなかには単細胞生物ならびに多細胞生

物が含まれている。藻類はその増殖の特徴では高等植物と大きく違っているけれども，その構造ならび

に生理学的な特徴は，高等植物に非常に似ている。

　褐藻類のなかには巨大なものが含まれている。そのなかの特別なものは長さが50mにも達する。淡水

湖のなかには，緑藻が広く分布している。緑藻類は海水のなか，地中および樹上でも見られる。紅藻（紅

藻類）は特別なグループで，その特別な化学的特徴のお陰で割合に深い所（100mまで）でも，この藻

類は光合成活動を行うことができる。100mという深さでは，太陽光は非常に弱く，しかも青色光と紫

色光のスペクトルからなっている。

　陸上植物は水中植物よりかなり遅れて出現した。それゆえに，陸上植物のなかには非常に進化の進ん

だものが多い。

　陸上植物のなかで最も古いグループは，苔およびそれに近い外見をもったものである。これらの植物

は多くの点で緑藻に似ている。これらは多分緑藻から生まれたものと思われる。陸上植物の圧倒的大部

分は維管束植物で，そのほかにはヒカゲノカズラやトクサのグループ，それより遅く出現したシダ類，

裸子植物群そして顕花（被子）植物群が含まれている。ここにあげた各グループの植物は，その増殖過

程の特徴が違っていて，種子（裸子および被子）植物の増殖過程が最も複雑である。

　種子植物の光合成活動は，数多くの顕微鏡的な微孔一気孔をもった表皮で覆われている葉内で行われ

る。この気孔は条件に応じて開いたり閉じたりする。気孔が開いている時には，気孔を通じて空気中に

含まれている二酸化炭素が葉内に侵入する。そして，湿った細胞壁上で，葉内細胞内に吸収される。葉

の細胞内には，クロロプラストー葉緑粒を含んでいる顕微鏡的構造物が含まれている。

　クロロフィルは太陽エネルギーを吸収し，それを有機物の合成に使用する能力を持っている。有機物

の合成は，二酸化炭素，植物組織内に含まれている水，土壌申から水分吸収と一緒にとり込まれる無機

養分とから葉内で行われる。

　現在の生物圏のバイオマスの大部分は，20万種以上と思われる種子植物が占めている。これらのなか

には非常に小さいものもあるが，多くの種子植物は大きな木本植物で，若干の場合には木本植物は100

m以上の高さになる。

　多様な種子植物は，地理帯のほとんどを覆っている植生の最も主要な成員である。葉緑素をもたない

他栄養植物は，一般に下等で旧い植物群に属している。これらの植物のなかで，すべての他の植物と非

常に違っているキノコ群が特に重要である。それゆえ，キノコ群はしばしば特別な界に分類される。

　細胞の大きさの非常に小さい（1μのオーダ）細菌類は，生物圏のなかで非常に重要な役割を果たし

ている。大多数の細菌は単細胞生物であるが，細君の若干のものは細胞が次々と結合した糸状をしてい

る。大多数の植物と違って，ほとんどの細菌類は液体環境のなかだけで活発に移動することができる。

　キノコ類，細菌類およびその他の他栄養生物は，自己栄養植物群が作った有機物質を分解する機能を

もっている。奔生物的因子の作用とならんで，これら他栄養植物群の物質分解作用は，無機物への有機

物質の急速な分解を可能にしている。このような作用によって，生物圏内での炭素およびその他の元素

の循環が保持されている。

　植物の生存は，ある範囲の外部環境条件下でのみ可能である。植物の種類を問わず，周辺環境の温度

状態と水分状態とが植物にとって最も重要である。この問題については，次の節で詳細に説明する。
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　光合成植物の生命活動にとって必要な諸条件は上に説明した通りである。現在の生物圏内で植物の生

存を可能にしている条件のいくつかは，最適条件すなわち高い光合成生産力を可能にする条件からは離

れていることを指摘しておく必要がある。とくに，大気中の二酸化炭素ガスの濃度は，大多数の自己栄

養植物の光合成生産力を最大にする濃度より非常に低い（現在の濃度は容積比で0．03％に近い）。これと

並んで，現在の大気中の酸素量（容積にして約21％）は，植物の光合成生産力が最大になる酸素濃度よ

りずっと高い。それゆえ，自己栄養植物群は現在の大気に比較して，高二酸化炭素濃度および低酸素濃

度の時代に生まれたという考えが出されている。

　光合成の法則性に関する諸問題は，本章の第3節で研究する。

　光栄養植物類は生物圏内におけるエネルギー変換と特徴づけているくエネルギーピラミッド》のベー

スを構成しているので，それらの生産力に関する問題は，世界の生物圏過程の研究にとって基本的意義

をもっている。この問題は第4節で研究する予定である。

　植物は，これらのシステムの他の生物成員ならびに周辺環境の非生物因子と植物とから構成されてい

る生態系の成員である。第5節で，この品題について研究する。

　自己栄養植物の活動は大気の化学組成に対して大きな影響を与えたので，植物群は生物圏の進化に対

して重要な因子である。自己栄養植物は，光合成のなかで大気中の二酸化炭素ガスを吸収する。堆積地

層の形成に有機炭素の一部が消費されるので，有機物質が酸化される場合でも，植物の吸収した炭素量

が完全に大気中へ戻ることはない。それゆえ，その他の条件が同じならば，光早成生産力が増大すると，

大気中のCO2濃度は低下することになる。

　大気申の酸素量に対する光合成植物の作用は，生物圏の進化に対して大きな役割を果たした。大気中

から炭素を吸収すると同時に，光含成植物は大気中へ酸素を放出する。このために，光合成生産力が上

昇すると大気中の酸素濃度は高まる傾向になる。

　自己栄養植物の活動に伴う大気の化学組成の変化は，生命体の進化に対して葬常に大きな影響を与え，

気候の形成や鉱物の風化，ならびにその他の地球上の諸々の過程に作用を及ぼした。植物活動のこれら

の測衝は，第7章と8章で研究する予定である。

4．2　植物の温度状態と水分状態
　生物の活動温度淫逸は比較的に狭い。多くの生物システム内のほとんどの反応は，10℃から50℃の体

温度で進行する。いくつかの生物では，この温度範囲は若干広くなる。たとえば，多くの植物の光合成

活動は，たとえその条件では光合成生産力が一般には低いけれども，かなり低い温度でも行われる。あ

る植物および細断は，水温が80℃またはそれ以上に達するような濫泉の温度状態に適応している。ある

植物（低温植物）は雪中または元中，すなわち零下の温度でも生存できる。しかしながら，大多数の生

物の生存の好適濃度域は非常に狭い。

　ある生物が生存している外部環境の温度変化範囲は，その生物の生命活動に最も適した温度範囲に比

べて非常に広い。これは次のような二つの原因に基づいている。第1の理由は，生物の温度は，生物を

とりまいている環境の温度と非常に違うことがしばしばあるということである。温度差は自分の体温を

調節する生物で特に大きいけれども，この温度差は植物にとっても非常に大きな意義をもっている。こ

の聞題についてはあとで説明する。第2の理由は，生物は自らの生命活勤に適した温度域より非常に高

い，または非常に低い酸度に，短時聞なら十分耐えうるということである。ある生物がある郁艮時間生

存しうる最低温度および最高温度（致死温度）は，これらの温度の作用時間の長さの関数である。そし

て，生物の種類によって大幅に変化する。

　よく知られているように，生物の生存の可能な温度鳥獣では，生物反応の速度は温度によって大きく

変化する。このような温度依存関係を定量的に評価するには，いわゆる温度係数がよく利用される。こ

の係数は，温度が10℃上昇した時に，反応速度が何倍になるかを表わしている。
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　温度係数の値は生物過程の種類によって，L2～L4から非常に大きい値まで広い範囲に変化するが，

多くの場合それは2に近い。温度上昇に伴う反応速度の増加は，一般にある範囲内に限られている。こ

の範囲を越えると，反応速度の増加は止まり，次に滅少に転ずる。

　温度は，植物体内のほとんどすべての生物過程に対して著しい影響を与える。この影響は各種のメヵ

二・ズムの作用に関係している。たとえば，植物内での物質交換の主要成分一二酸化炭素と酸素の細胞液

への溶解度は，温度上昇につれて著しく減少する。三号溶液内の二酸化炭素濃度が変化すると，当然溶

液内のp琶が変化する。すると，植物内の多くの生物化学的過程に対して影響を与える。

　酵素反応，ならびに植物の生産力を決定している自己栄養植物の基本的な生命過程一光合成は，混度

に密接に関係している。

　植物の生存にとっては，一定の温度条件だけでなく，好適水分条件の存在もまた非常に大切である。

植物のバイオマスの大部分は，定常的に更新されている水からなっている。十分な水分のない場合には，

自己栄養植物の光合成過程は進行不可能になる。植物のその他の多くの重要な生理学的機能もうまくい

かなくなるのはいうまでもない。

　水圏内で生きている植物の温度状態と水分状態に関する闇題は極めて単純で，特別に研究する要はな

い。この場合，植物の温度は水温にほとんど近い。水圏内では，水温は0℃に近い値から大体30℃の間

に大体ある。このような温度範囲であるので，特別な狭温性植物種の分布は非常に狭い温度範囲に限ら

れているけれども，水中植物は水圏のほとんどすべての部分に生存できる。水生植物にとっては水の化

学的組成が重要である。とくに，植物の生長・発育に利用される無機化合物が各植物にとって水のなか

に最適量存在することが大切である。

　すでに上で指摘したように，無機化合物（とくに燐酸の）が欠乏すると，大洋内の多くの場所でみら

れるように，植物相が極端に貧弱になる。植物に必要な無機物質が十分あると，水槽上層に藻類が一杯

繁茂してくる。

　陸上植物の温度状態および水分状態に関する解題は非常に複雑である。光合成と温度との関係は自己

栄養植物にとって重要な意義をもっており，この関係は氷点より実子高い温度域において特に重要であ

る。氷点より若干高い温度条件下では，光合成は温度係数が一般に2より大きい酵素反応によって主と

して詞御されている。それゆえ，光合成は温度の上昇に伴って急速に増大する。より高い温度域では，

温度上昇に伴う光合成の増加は緩やかになる。そして，約20～30℃の温度で光合成は最大になる。さら

に温度が上昇すると，光合成は滅少してくる。いくつかの植物では，そのような条件下での光合成は極

めてわずかであるけれども，零下の温度でも光合成活動が鰐能である。

　植物の呼吸と温度との関係はより単純である。すなわち，その温度係数が比較的に大きい場合には，

呼吸は温度の上昇と共に法則的に増加する。

　温度は植物の生長と発育に対して顕著な影響を与える。0から15℃までの温度域では，生長速度は温

度上昇に伴って急激に大きくなる。15～30℃の温度域では生長速度は緩やかになり，30℃以上の範囲で

は生長速度は減少し始める。夜間の低温は植物の生長に対して，しばしばよい影響を与える。この岡三

の研究はまだ不十分で，その効果が光合成のない期間の植物の呼吸の夜間低温による減少だけによって

説明のつかないことだけは明らかである。

　古くから，植物の生長と温度との関係は，各地域の温度資源を評価するにあたって，農業分野で注目

されてきた。すでに19世紀の中頃，de　Cando至1eは温度資源の評価のために，毎日の温度を積算す

ることを提案している。いろいろな種類のく積算気温〉の方法が，現在農業気象の分野で用いられてい

る。

　植物の発育に対する温度の影響は非常に複雑である。発育への温度影響の特徴は，植物の発育ステー

ジによって著しく変化する。たとえば，多くの種類の植物の正常な発育にとっては，かなりの低温期間

が必要である。この低温期間がない場合には，生殖生長過程への移行ができなくなったり，植物の偬の
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機能が乱れたりする。

　すべての植物は，それぞれ生存可能な温度域をもっている。著しい零下の温度域では，植物体内に狂

暴が形成されるために傷つく。これらの氷晶は直接に，濠た融解にあたって組織内に水が置換するため

に間接的に細胞膜を破壊する。

　植物の耐える最低温度値は植物の間で大幅に違っている。この値は温度の低下速度（植物は急速な低

下より緩やかな低下によく耐える）および対象植物のハードニングの程度にも密接に関係している。

　ある一定範囲以上に温度が上昇すると，植物は傷つく（葉緑素の破壊，葉の損傷など）。さらに温度

が上昇すると，植物は熱死する。植物組織内のタン白化合物の崩壊は，高温破壊作用のメカニズムのな

かで重要な意義をもっている。

　高温耐性は植物の間で違っている。砂漠の多寡植物は高温磁性が最も大きい。

　以上のように，温度國子は植物の生命活動に対して，深遠で，かっ決定的な影響を与えている。それ

ゆえ，植物の地理的分布，その季節的変化，種組成および植生の生産力は，温度条件に密接に関係して

いる。

　植物の生命活動に対する温度因子の影響に関する研究では，百葉箱内で観測した気温データがしばし

ば利用される。～方，気温は，熱交換の複雑な相互作用のために，植物表面に直接影響している温度状

態を近似的にしか特徴づけていないと，古くから指摘されてきた。

　100年以上も前に，Veselovskyは、〈ロシアの気候について〉（1857）という報告のなかで，上の事

実を指摘している。彼は，＜植物過程および有機生命体内の一般現象はすべて，多かれ少なかれ太陽光

の直接作用下にあるので，もしも気温だけを用いて研究するならば，気候に関する研究は温度条件につ

いては不満足なものになってしまう。それゆえ，温度状態に関する章では，まず空気の温度状態に，

次に太陽光の加熱作馬または地表面上の太陽熱から求まる温度について述べることにしよう〉と記して

いる。この見解を発展させながら，Vese　lovskyは，＜気温上昇に作用している原因と地球表面の加熱

に関係している条件が違っているので，たとえ同一年次であっても，気温の年変化曲線と地球表層の温

度の年変化曲線とは平行になることはないだろう》と指摘している。この状態を説明するために，V6　se－

10vskyは気温が同一条件で太陽エネルギー磁束がいろいろ違った場合において植被状態がどのように

違うかを示す例をいくつか出している。

　Vese　lovskyのこの考え方は，この閥題に関する現在の科学的知見よりはるかに先に進んでおり，植

物の生命活動に直接影響している温度状態の決定に関して彼が設定した課題は，その後長い間研究され

ずに放置されてきたことを認めない訳にはいかない。

　特別な湖画一細いネット状の南部をもつ熱電対温度計や長波放射流露で温度を測定する放射温度計を

利用すると，植物の実際の温度に関するデータがえられる。

　このような測器を用いてえたいくつかの観測結果が図4．1～4．3（Budyko，1958）に示されている。

　図4．1に，レニングラード森森の芝生上でえた地表一空気温度差の平均的日変化曲線が示されている。

図上のデータは，多湿地域で地表一空気温度差がどの程度の大きさになるかを示している。この図から

分かるように，湿溺気候条件でも，臼中時の温度差の平均値は10℃以上にも達しうる。

　この図から，多湿気候条件下においても，植物の温度は気温とかなり違うことがわかる。この違いは

1，000k醗の距離上での温度の地理的変化に相当している。この違いの原因は，いうまでもなく太陽光に

よる植物表面の加熱である。

　図42に，砂漠地域での地表一空気温度差の平均的罠変化曲線が示されている。図4，3は中央アジア

のオアシスで観測した地表一空気温度差の平均的日変化である。図4．2のデータは砂漠の乾いた面上で

えられた。この翻は，もしも植物がぴったりと地面に接し，かっ蒸発放熱をほとんどしないならば，砂

漠条件下で植物と空気の濃度がどれ位違ってくるかを示す一つの指標として，大変興味を惹く。図4．3

は灌溜を施して多湿条件にした際の，綿の葉温と気温との差を示している。この図から分かるように，
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図4．乙　オアシスにおける地表一空気温度差の日変化。

砂漠条件下での植物の温度状態は，土壌水分条件との関係で非常に違ってくる。もしも灌水を施さない

と，日中時の植物の温度は気温より非常に高くなる。一方，灌水すると，蒸発による多量な熱放出を補

うように，植物の温度は気温より非常に低くなる。

　したがって，植物の実際の温度は多くの場合，気温と違っている。この結論は種々な気候条件．下で多

くの研究者の行った観測によっても確かめられている。

　植物への気候要因の影響を研究するにあたって，気温データと一緒に利用できるような植物温度に関

する特別観測データを我々は余り多く持っていない。それゆえ標準気象観測網でのデータから計算法に

よって植物温度を求めるという方法への要望が増加してきている。この問題は植被のエネルギー収支計
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算法を用いると解決できる（Budyko，1958）。

　エネルギー収支法による植物温度の決定はつぎの考察に基づいている。

　陸地表面のエネルギー収支式は下のようになる。

　　　R濡しE十P十A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．1）

ここでRは純放射量，Lは蒸発の潜熱，　Eは蒸発量，　Pは顕下流東，　Aは地中熱流弊。純放射量と顕国

章束を変形すると，上の式は次のように表わされる。

　　　Ro－4δσや（Tw一一T）竺LE十ρCpD（Tw－T）十A　　　　　　　　　　　　　　　　　（4，2）

ここでRoは気温を用いて有効放射を決定して求めた地表面の純放射量，δは射出率，σはステファン

・ボルツマン定数，Tは気温，　Twは地表面温度，ρとCpは空気の密度と定圧比熱，　Dは拡散速度。

（4，2）式から次の関係がえられる。

　　　　　　　　　Rq－LE－A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．3）　　　Tw－Tこ
　　　　　　　ρCpD＋4δσT3

気温，熱収支項Ro，　LE，　Aおよび拡散速度Dが与えられると，上式から地表面温度を計算できる。

　風速と地表面の性質でDの値は変化するが，近似計算では多くの場合Dは一定とおくことができる。

夏の臼中時のDの平均値は1c皿／sに近い。夏の1B平均値は約0．6c皿／sになる。

　多くの場合，特に水分の多い条件下では，次の関係およびqsとTwとの間の関係を用いると，（4．

2）式から能動面温度を計算できる。

　　　鶏漏ρD（qs－q）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．4）

ここでqsは地表面温度での飽和比湿，　qは空気中の比湿。

　植被が密閉している時には，植物葉は，大気との潜熱交換と顕熱交換の行われているく地表面》の主

要部分を構成している。このような条件では，植物葉の平均温度は（4．3）式から求めた地表面温度に

ほぼ等しい。

　地表薗温度の計算に熱収支法を用いてえた結果が，図4．1－4．3に破線で示されている。これらの図

から，計算結果は観測データとよく一致していることがわかる。したがって，熱収支法は，植被温度の

決定に利用できる。このような関連で，地表面温度に関する多くのデータを整え，その分縮図を作成す

るという課題が設定された。この目的のために，Efimovaはソ連領ヨーロッパ全域について，気温と

地表面温度の差の月平均値を計算し，その分布図を作成した。また，暖候期間の各月について地表面温

度の分布図を作成した。計算では，Dとして0．63　c凪／sの平均値が用いられた。

　これらの図の一つ，7月における（Tw－T）の分布図が図4．4に示されている温度差（Tw－T）の

地理的分布の法則性は，暖候期間の他の月にも当てはまる。

　図からわかるように，温度差（Tw－T）はソ連領ヨーロッパの中央・西部地域から南方および南東

方向へ移動するに伴って大きくなる。このような変化は，南・爾東への移動に伴って土壌水分が減少し，

潜熱伝達量が少なくなるためである。一見若干意外と思われるのは，北方地域で温度差が著しく大きく

なることである。明らかに，このような法則性は，相対的に低い温度をもつ気団の変質条件に関連して

いる。すなわち，夏になると，大洋上から大陸上へ流入する気団は，大陸の奥へと移動する間に次第に

加熱される。

　熱収支による計算法は，植被温度に関連したその他の研究間題にも利用できる。よく知られているよ

うに，ある程度急な南・北斜面の温度状態は，それらの斜面上での植生の発達に違いをもたらす。しか

しながら，百葉箱レベルでの気温観測値では南斜面と北斜面との間に温度状態の大きな違いを見出すこ

とはできない。一般的な考察から，斜颪上での加熱条件の違いは放射状態の違いに関係していることが

知られている。したがって，その違いは地表面レベルで最も大きく現われる。高さがますに伴って，大

気中の乱流混合のために，それぞれの地表面で見られる温度差は平滑化される。したがって，植生の発

達への斜簡の温度状態の影響を定量的に評価するには，傾斜と方位の違う種々な斜面の温度データが必
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図44　地表面温度と気温との差（Tw－T）の地理的分布（7月）。

要である。

　このようなデータは・上に謝幽した熱・肢式の計難を用いると求まる。この学匠直達太陽放射お

よび有効放射の変化による斜面上の純放射量の変化を考慮しなければならない。

　このようにして縁たデータは，植生に対する波状地の微気候の影響の解明にも利用できる。

　陸上植物の水分状態は，植物の根系の発達する土壌層内の水分含量に主として関係している。

　土壌水分の観測データは，主としてソ達邦内に限られている。しかも，これらのデータはソ連領内の

限られた地域の農耕地のものである。

　±壌水分と蒸発との関係（Budyko　l971）を考慮すると，大陸の全表面について土壌水分値を求める

ことができるQ

　すでに20世紀の初めに，土壌表面からの蒸発過程はいくつかの違ったプロセスになることが知られ

ていた。土壌水分が十分にある蒸発の第1段階では，蒸発速度は土壌水分にほとんど影響されず，それ

は主として外部気象要因によって決まる。このことはAlpat6v（1950，1954）の研究で証明されている。

かれは，農耕地において，蒸発の第1段階が土壌水分の割合に広い範囲で観測されることを明らかにし

た。この場合，蒸発は蒸発能に等しく，主として気象条件に左右され，蒸発面の性質は余り影響しない。

±壌水分が＋分な条件下での陸地表面の可能蒸発（蒸発能）は，緬蒸発の決定に用いた方法に似て

いる方法で決定できる。この場合，蒸発能Eoの計算には，第3章で説明した（4．4）式が利用できる。
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　　　冠。竺ρD（qs一（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）

ここでDは拡散速度，儀sは蒸発面温度での飽和比湿，q，は一般気象観測法の測定レベルにおける空気

申の比湿。

　蒸発能の計算には，空中湿度，拡散速度，qsの値を決定している蒸発面湿度を知る必要があること

が，（4．5）式から分かる。

　土で指摘したように，蒸発面温度を決定するには，熱収支式（4．1）を利用すればよい。純放射簸は

次式のように表わすことができる。

　　　R－R。一4δ・T3（Tw－T）

（4．4）式と同じように，顕熱国忌は次のように表わすことができる。

　　　P竺ρCpD（Tw－T）
これらの関係を（4．1）式に代入すると次式がえられる。

　　　R。一A－LρD（q，一q）＋（ρCpD＋4δ・T3）（Twイ）　　　　　（4．6）

空中湿度q，温度丁に関するデータがあり，Dと（Ro－A）の値がわかると，上式からTwとqsとの

値を計算できる。このこつの量は有名な物理関係（マグナスの関係式）で結びついている。このような

計算をすると，続けて（4．5）式から蒸発能Eoが求まる。

　全く同様な方法をPenman（1949他）も提出している。かれは，この方法を水面からの蒸発の決定に

利用した。外部条件が等しい場合には，陸地表面の可能蒸発量は水面蒸発に比例するとPenmらnは考え

ている。

　土壌が乾いてある土壌水分以下になると，蒸発は第2段階に入り，蒸発速度は土壌水分の減少に伴っ

て急減する。多くの実験データから，第2段階では土壌面の蒸発速度と土壌水分との関係は，ほぼ疸線

になることが知られている。以上のような事実を考慮すると，気象観測網でえられる気象要素値からそ

れぞれの期聞の蒸発量を計算する定量的方式を作ることができる（Budyko，1950；Budyko・Zubenok，

1961）。

　土壌喧騒の±壌水分wがある臨界水分含量Woに等しいか，大きい場合には，蒸発量Eは蒸発能Eoに

等しい。W＜WOなる場合には，蒸発量は土壌水分の減少につれて少くなり，それは次式で表わされる。

　　　　　　　　　　　E漏Eo一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　4．7　）

　　　　　　　WO
WとWOとの値は土壌中の有効水分量（すなわち植物に利用可能な水分量）を特徴づけている。

　臨界土壌水分含量w⑰に関する研究から，これは1mの土柱では10～20c磁の有効水分量に相当するこ

とが分かった。しかしながら，この臨界士壌水分値は地理的条件および季節によって若干変化した。土壌

の水収支に関する研究成果を用いて，Zubenokはソ連領土内の各気候条件について次のようなWoの概

略値をえている。

　森林帯では，Woの値は，月平均気温が10℃以下の春期における20　c澱から夏期の15c田まで変化する。

森林ステップ，ステップおよび半砂漠地帯では，Woは春には17C磁である。そして夏になると，Waの値

は，森林ステップでは12cmまで，ステップと半砂漠地帯では10c磁までに減少する。月平均気温が3℃以

下になる秋には，どの気候帯でもwOの値は若干大きくなる。砂漠条件下ではWoは約15C厘であるが，月

間蒸発能が20c皿以上になる夏には30C姐まで増大する。永久凍土帯では，臨界土壌水分が大きく年変化し

ないのが特徴である。この場合，Woの月平均値は大体20c臓になる。

　Woの大きさの変化は心々状態の変化と関係し，若千ではあるが植物の根系の活動度の変化も反映し

ている。根系がよく発達し，土壌からより効率的に吸水すればするほど，Woの値は小さくなる。

　ほとんどの地域で，土壌水分含量wの観測資料はないので，個々の月の蒸発を計算するには，補足的

に水収支式を利用しなければならない。水収支式は次のようになる。

　　　r篇E十4w十f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．8）
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ここでrは降水量，4wは主として水分交換の行われる土壌活動層内の水分含量の変化，　fは水平流出

量。この量は対象地域内である一定時間間隔における表面流出量と鉛直流出量との和である。

　河川流出は非常に長い過程を通じて形成されるので，水平流出量とある期間の河川流出量とは決して

一致しない。これら二つの量は年間平均をとった時のみほぼ近くなる。

　　（4．7）式と（4．8）式による蒸発の計算は，水平流出のないような土壌水分の極端に低い気候条件

では非常に簡単になる。そのような条件では，水収支式は次のようになる

　　　　「蔦E＋4w　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．9）
いま，月初めの土壌活動層の平均水分含量をw1とし，月末のそれをw2とすると，（4．9）式は次のよ

うに変形できる。

　　　・＝E＋wrWl　　　　　　　　　　　　　　　　（4．10）
そして，次の関係が求まる。

　　　　　　　Wl十W2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W1十W2
　　　E＝Eo　　　　　　　　　　　　　　　　　O＜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Wo　　　　　　　　　　（4．11）
　　　　　　　　2Wo　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　W1十W2
　　　E＝EG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≧Wo　　　　　　　　　　　（4．12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　各月の蒸発を計算するには，遂次近似法を利用する。最初の月の初めの土壌水分量を任意に与えると，

（4．10）式からこの月の終りの±壌水分w2が求まる。すると（4．11）式と（4．12）式とから蒸発を決

定できる・続いて同様な計算を次の月についても行う．この場創この肋初めの土壌・紛w1は，前の

月の月末の砲塔水分W2に等しいとおく。このようにして求めた各月の蒸発量を積算し，年間降水量と

比較する。もしも年間降水量が計算的に求めた年間蒸発量より大きいならば，それは最初の月のために

選んだWIの値が過少評価であったことを意味している。もしも年間降水量が蒸発量より小さいならば，

w1の値を過大評価したことを意味している。　w1の値をそれぞれの側に変化させながら計算をすると，

年間降水量と年間蒸発量とが一致するようなw1の値を旦夕近似法で見出すことができる。このように

して求めた月間蒸発量が求める結果である。

　このような計算法は，それぞれの月の降水量が蒸発能よりも非常に少い水分不足条件にも適用できる。

これに似た条件は，低緯度地帯の砂漠，サバンナおよび乾燥ステップの多くの地域で見られる。

　もしも流出が主として春の融雪によって生じ，その年平均値が観測データから既知であるならば，以

上のような簡便法は流出がある場合の蒸発決定にも使用できる。このような条件では，蒸発および土壌

水分の計算は，月平均気温が0℃以上の温度をもつ暖候季について行う。正の温度をもつ最初の月の蒸

発を決定しながら，この月の総降水量に0℃以下の温度の寒冷期間の総降水量を加算しなければならな

い。そして，この積算降水量から年間流出量を差引かねばならない。以上のような条件で，遂次近似法

で水収支式を解く場合，年間蒸発量は年間降水量と年間流出量との差と比較しなければならない。特に，

以上のような方法は，不十分な土壌水分および申程度に多湿な土壌水分の気候をもつソ連邦内の各地域

の蒸発の計算に利用できる。

　上に説明したような月間蒸発値の計算方式は，年間降水量が蒸発能の年間値に近い，およびどの季節

でも流出がみられるような条件での蒸発決定の問題は解決には適用できない。

　いろいろ土壌水分条件での蒸発の決定には，より一般的な方式を利用するのが望ましい。この場合に

は，各月の水収支式は（4．8）式のような完全な形で考慮する。

　一般に，各月の水平流出量は観測資料からは決定できないので，それは他の水文気象要素から計算し

なければならない。水平流出は水文気象要素の極端な値に密接に関係しており，我々が計算で利用する

月平均値には余り関係していないので，上にあげた問題は非常に複雑である。

　とはいえ，水文状態の要素の極値と平均値との間に一定の関係のあることを考えると，次のような考

察に基づいて，流出量を考える近似的な方式を提案できる。
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　それぞれの月において，流出係数f／rは0から1，0の間で変化する（融雪期の流出係数を計算する

場合，この間の総降水量に寒候期間の雷・アラレの総降水量をっけ加えなければならない）。流出係数は

土壌水分含量に関係することが知られている。w／WK＝0なる完全乾燥土壌では，閥様に流畠0になる

と考えることができる（WKは地下水との連結が途絶えている時に表層土壌内に保持し得る最大貯蔵有

効水分量を示している）。土壌水分が増加すると，流出係数はw／WK；1．0での最大値になるまで大

きくなる。この関係は次のように表わすことができる。

　　　f　　　w
　　　一＝μ一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　4ユ3）

　　　r　　　　WK

ここでμは無次元比例係数である。μの値は降水強度に関係し，頻繁に強雨のある地域では大きくなる。

　月闘蒸発能が降水量より大きい（Eo＞r）ような水分不足条件の所では，流出の計算には（4．13）

式が利用できる。降水が蒸発能より大きい多湿条件では，（r－Eo）の値は流出量に直接影響する。

w／WK讐1．0なる完全に湿った：土壌条件では，流出量は近似的に（r－Eo）の値に等しくなる。す

なわち，この場合には，流出係数は（玉一Eo／r）の値に近くなる。　w／WK＜1．0およびr＞EGな

る場合には，流出係数は上にあげた値より著しく小さくなるだろう。そして，それはパラメータ（ξ讐

1－Eo／r）ならびに降水強度によって変化するだろう。この関係を次のように表わそう。

　　　ま一』L。・（1一ξ・）＋ξ・　　　　　　　　　（、．14）
　　　r　　WK
　したがって，水平流出量は次式で計算できる。

　　　・一，エ。・〔1《1一匙）・〕＋（　　　Eo1一）・．〉。。

　　　　　　WK　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　r

　　　　　　　　　　　f罵μr－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r＜Eo　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　4．16）

　　　　　　　WK：

これらの方程式では，違った物理的内容をもった二つの形の流出の存在が考慮されていることを指摘し

ておこう。r〈Eoなる場合に生ずる第1の場合には，潴然たる雨が短期間に降る。このため，土壌は

短期間ではあるが過飽和になり，降水のかなりの部分が流出する。この類の流出量の積算値はμrw／

WKに等しくなる。　r＞Eoなる場合には，流出の第1の形に，第2の形がっけ加わってくる。それは

1年を通じて土壌水分が過剰な場合にみられる。このような条件での流出は降水の特徴には無関係で，

土壌水分が十分な場合には，それは降水量と蒸発能との差に近似してくる。

　（4．13）～（4窪6）式は内挿式であって，その精度には限界のあることを指摘しておこう。流出の変

化が蒸発量に割合に影響しないような場合には，これらの式は蒸発の計算に適用できる。

　もしも対象地域について年間流出量に関する正確な観測データがあれば，（4，15）・（4．16）式の計

算精度を高めることができる。この場合には，係数μの年平均値は，観測資料と計算的に求めた年間流

出量との比較から計算できる。

　もしも，流出に関する観測資料がないならば，パラメータμは気候学的方法による計算から求めた年

間流出量から計算することが，または各地理帯でのこれらのパラメータの近似値を利用することができ

る。

　計算から，係数μは高緯度および中緯度で最小値になることがわかった。亜熱帯・熱帯地方では強い

雨が頻繁に降るので，μの値は大きくなる。蒸発の世界分布図を作成するための計算では，北緯45度以

北の地域および南緯45度以南の地域ではμ＝0．2とした。北緯45度と南緯45度の間の地域では，土壌水

分条件との関係で係数μは0．4～0．8とした。

　上に説明した方式による月平均蒸発量の値と水収支による結果とが比較された（Budyko・Zubenok，

1961）。

　ZubeHok（1956，1968他）の報告では，この計算方式が各年の黒々の月の蒸発量を計算するのに利用
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されている。えられた結果が，ソ連邦内の各地域の測候所での接地気層内の鉛直温度傾度と鉛直湿度傾

度に関する観測データから求めた蒸発量と比較された。この比較から，蒸発決定のための独立した二つ

の方法は十分近い結果を与えることがわかった。特に，十分な土壌水分のある地域ではよく一致した。

　以上の方法を用いて，陸地表面の月間蒸発量と年間蒸発量とを求めた。それから作成した蒸発分布図

が蒸発能分布図と一緒に，＜世界水収支図》（1974）のなかに発表されている。これらの地図の資料を

利用すると，いろいろな地理帯の土壌水分の特徴的な値を（4．7）式から決定できる。

　土壌水分の空間分布を決定するもう一つの方法は，大気大循環モデルの利用である。Ma聡be・S加uffer

（1980）およびManabe・We　therald（1980）の研究で，大気循環モデルから求めた：：ヒ壌水分分布図が

作成された。それの一般的特徴は，上に説明した方式での計算結果と一致している。

　このような方法で求めた土壌水分の地理的分布データを利用すると，土壌水分の多い地帯から水分不

足地帯（ステップ，半砂漠，砂漠）にかけての土壌水分の変化の法則性を明らかにできる。

4．5　光合成

　生物圏内の有機物は，無機物質から有機物を合成する能力をもった生物の基本的グループである光合

成植物の活動によって主として作られる。陸上の光合成植物は，有機物の作出に二酸化炭素，水，そし

て光合成産物の全量に比較すればわずかな土壌無機物を利用する。大気中からの二酸化炭素の他に，植

物は土壌からも若干のCO2を吸収できる。しかしながら，主要な部分は大気中の二酸化炭素である。翻

訳内の光合成過程では，入射した太陽エネルギーのわずかな部分が使われる。』

　光合成反応の主要内容は次の方程式で表わされる。

　　　6CO2＋6H20罵C6H1206＋602
　多年にわたる実験研究から，光合成植物のエネルギー利用率（すなわち，入射太陽放射エネルギー総

量とバイオマス光合成へのエネルギー支出量との比）は非常に低く，一般に0．1～1．0％以下である。

非常に好適な条件下では・この利用率は数％までになる（涌（賑porovich，1973）。

　現在えられている多くの実験資料によると，植生は水資源を非常に不経済に消費している。蒸散係数

（ある期闘を通じて蒸散で失われた水量へのその間の植物乾物増加量の比）は一般に1／200～レ1000

の大きさである（多くの場合，約1／300である）。このような多量な蒸散は植物の生理学的要求によ

るものでなく，水の非合理的な消費に他ならないという意見が，すでに以前から提出されている

（Maksimov，玉926，1944，他）。

　これら二つの事実は，自然条件下では植被は与えられるエネルギー資源と水資源のごく僅かな部分だ

けを利用しているにすぎないことを示している。植物の生産力を研究するには，バイオマス合成への自

然資源の利用を大きく制限している理由を明らかにしなければならない。

　そこで次に，CO2同化と蒸散の物理的メカニズムの解析に移ろう（Budyko，1949，1956）。

　光合成を営む植物の器官一葉は，数多くの小さな孔一気孔をもったあ昂程度強固な組織の箱のような

形状をしている。この箱内には，葉緑素を含んだ細胞が数多く含まれていて，その表面積は非常に広い。

これらの表面は，細胞間隙と気孔を通じて大気と連絡している。

　CO2は溶液状態語においてのみ同化されるので，光合成が進行するには，葉の内部表面が湿潤状態

にあることが非常に大切である。このため，細胞間隙内の空気の相対湿度は高く，一般に大気の相対湿

度を署しく上回っている。したがって，気孔の開いている葉へのCO2の拡散と水蒸気の拡散方向とは

全く逆で，植物からの蒸散とは反対である。

　もしも植被が十分密に茂っていると，植被曝のエネルギー収支式は下のようになる。

　　　R諮LE十P十IA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4，17）

ここでRは純放射，Eは蒸発（蒸散），Lは蒸発の潜熱，　Pは顕血流束，　Aは同化量，1はCO2の単位

質量を同化するに必要な熱量。
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　植被が十分密な場合には，蒸発は主として蒸散過程で決定されるので，上の方程式の右辺の蒸発，顕

導流束，同化熱量は，同様な拡散メカニズムに関学しているということができる。

　植物蒸散の行われている場合には，水蒸気は葉の内部の湿った細胞表面から細胞間隙と気孔を通って

外部表面まで拡散する。そして，水蒸気濃度は鮪（葉の内部表面上での平均濃度）からqo（葉の外部

表画近くの平均濃度）まで変化する。この場合，蒸発速度は次のように表わされる。

　　　E＝ρDノ（qs－qg）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．18）

ここでρは空気の密度，Dノは葉の内部表面から外部表藤までの拡散パス上での水蒸気の拡散速度。　D1

の値は葉の形態（気孔の形と大きさ，葉の厚さ，葉の上皮の密度など）に関係している。

　水蒸気の第2段階の拡散は，qo（葉面⊥の）から植被至精の濃度qまでの水蒸気濃度変化に関係し

ている。この拡散段階は次式で表わされる

　　　E罵ρD”（qo一一q）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （4．19）

ここでD”は主に乱流交換強度に関係している外部拡散速度。

　（4．18）式と（4，19）式とからqoを消却すると，次式が求まる。

　　　　　ρ（qs－q）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（420）　　　E罵
　　　　　玉／D！十1／D”

　植被外の空気から葉内のCO2吸収漏までの二酸化炭素の拡散は，上と同様に2段階に分けることが

できる。第1段階では，CO2拡散速度（同化速度に等しい）は次のようになる。

　　　A篇ρD6（Co－C1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．21）

ここでD6は葉の外表面から内部CO2吸収涌までのパス上における気孔と細胞間隙を通しての二酸化

炭素拡散の有効拡散速度，Coは葉の外表洋上の二酸化炭素の平均濃度，　C！は内部吸収漏上のCO2の

平均濃度。

　もう一つの段階では，CO2同化速度は次のようになる。

　　　A讐・Dさ（C－C・）

ここでCは植野外のCO2濃度，　DさはD”と同様な拡散速度である。

　（4．21）式と（4．22）式とから，次式が求まる。

　　　　　　ρ（C－C1）
　　　A＝
　　　　　1／D6＋1／Dざ

　（420）式と（4．23）式とから，蒸発速度への同化速度の銘は次のようになる

　　　　　　　　C－Cl
　　　A／E薫a
　　　　　　　　qs『q
そして，上式に含まれている比例係数aは次のようになる。

　　　。一迦血
　　　　　D／D”（D！十D”C　　C）

（4，22）

（4．23）

（4．24）

そして，この係数aの変化は割合に小さい。葉の表颪と自由空気流の間での水蒸気とCO2の拡散過程は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乱流混含によって決定されているので，拡散速度DとDcとは当然等しくなる。葉の内部吸収面と外郵

表面との間での水蒸気とCO2の拡散は分子運動によって行われるので，この場合には，　Dl／Dノの値は

空気中での水蒸気の分子拡散係数への空気中でのCO2の分子拡散係数の比，すなわち大体0．64に暗然等

しくなるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　以上のことを考慮すると，DとDとの比との関係で，係数aは0、64から1．0の問で変化すると結論

できる。すなわち，外部拡散が主導的役割を演ずる場合（多くの開いた気孔をもつ薄い葉）には1．0に

近く，内部拡散が大きな役割を果たす場合（空気の流通が悪く，厚い葉）には0．64に近くなる。平均条

件下では，葉の蒸発速度は広い平燈な湿面からの蒸発速度の大体50％になると仮定すると，この条件で

は，係数aの値は大体0．8になる。
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　　植被から大気中への乱流顕熱流町は次式のようになるので

　　　　　　　　（　　P＝＝ρD’『Cp（Tw－T）
bpは空気の定圧比熱，孚は気温，　Twは葉表面温度），（、．17），（、、，），（、．23）お。∵1∵

　25）式から，同化速度は次のように表わされる。

　　　　　　　　　　　R（C－CI）
　　　　A＝
　　　　　　歯（・・一・）＋1（・一C1）＋・（・。一・）　　　　（・・26）

　ただし

　　　　b＝（Cp／a）（　1十D”／Dノ）

　　（4・26）式から・砒速度は植辻固と納部との二斜塔干飯差（C－C1）に齢し，。嵯の増

加に伴・て大きくなる・とがわかる・鰍外のC・・灘はほぼ一定なので，同化澱はClの融，す

なわち葉の内部吸収面でのCO2吸収の増加に伴って大きくなるだろう。

　＜生心的鰍収》が著しい澱で生じ・全光町澱が四四齪ではなく，C。、の購流に
よ2て律速される場合には・c1の榔ま。の値よ煙しく小さくなるだろう．すると洞島式は次の

よっになるQ

　　　　　　　　　　　　RC
　　　A＝　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．27）
　　　　　一（qs－q）十1C÷b（Tw－T）
　　　　　　a

　　（4・27）式を糊すると・空気中のC・・撮も効果的に糊する場合，植物がどの醸の太陽エネ

ルギーを同化するかを評価できる。

平均的には・C一・・46×1・一39／m・，L－243・」／，，・一・．・，1－1・…J／，，b一，、5J／

　（g・k）とすると，次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　ユの　　
　　　lA＝　　　　　　77・（q，一q）＋1，2＋・．62（Tw－T）　　　　　　　（4・28）

Cl＜Cなるよう畷適職麟件下で1ま葉の廓緬は紛に湿。ているので，，，の値膜温で
の飽和水蒸気濃度に当然等しいとおくことができる。

中織鞘の夏期には藻薫縦の・中平均値はほぼ鞭になる。・・ま，・の差を，℃とおき護

における空気の相対湿度の日平均を50％とし，平均気温を20℃とすると，qs＝2．o×玉r2（葉温25

℃で）・・＝0・7×1『2が求まる・（・・28）式にこれらの値献入すると，IA一・．・8跡求まる。

すなわち論語地帯の面謝候鮒ドでは・同化による・ネルギーの韻は純放射の、％になる。

現在えられている酬によると・・ビエト節一・。パ雌の大部分で，夏民間の純放射量は。の

鯛に謝する浦和鵬の55～・・％・・なる・・の編を棚すると沖緯度地二二の条件では，最

もよくCO・を吸収する場合泊㈱生は刷太陽放糧の約・％を鯛できる・とカ・わかる．繍的

に求めら批この雛は・最高鰭下での光舘のくエネルギー利用率》に関する実験デ汐とよく＿

致している（Nichiporo畷ch，1973）。

しかしながら現在えられている購の資料によると，．上のよう砒較的・こ大きい太陽エネル軒利

用率は糊息合にの獺測され・自然植生の光舘の太陽エネルギ訴・用率は。．，％の大きさである

（それより小さい）。

既のような糠から・平均的壕件ではCl＜Cな礪係は成立せず，醜差（C－C1）はC噸

の長雨と繍できる・慰すると渓際の資料と肚説肌燵翻な騰方式と三三すると埴
物は予想される二酸繊素の徽鯨のごく僅かな部分（大体1・％）を志しているにすぎないという

ことができる。

　ここに得られた結論は，Lyubimenkoおよびその他の研究者による多くの実験結果と一致しているこ
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とを指摘しておこう。彼らは生理学的研究に基づいて，葉は二酸化炭素の可能最大拡散流束を完全には

利用していないことを明らかにしている。Lyubimehko（1935）は，その実験結果のなかで，＜自然条

件下では，乾物量の生産は大気中の低いCO2濃度よりはむしろ，光合成産物の流れとその同化とをコン

トロールしている酵素系の反応速度の遅さによって律速されている》と結論している。

　以上説明した光合成と蒸散の物理的メカニズムを利用すると，なぜ植物はその生長・発育過程のなか

で水を非経済的に消費するか，すなわち，なぜ観測される蒸散係数が小さいかを説明できる。

　夏のB中条件下でえたqsとqの平均値を（4．24）式に代入し，（C－C1）篇0．1Cと仮定すると，

銘A／Eは大体1／360に近くなる。これは，1gの二酸化炭素を同化するに際して植物は平均して

水360gを蒸散することを表わしている。

　たとえ，比猛／Aは蒸散係数　と正確には一致しないけれども，この値は余り大きくは違っていない

ことを指摘しておこう。したがって，ここに求めたE／Aの評価は，蒸散係数の観測値に理論的な説明

を与えている。

　蒸散係数と飽差との間の重要な関係の（4．24）式による解明は注目に価する。この関係は多くの研究

者によって何回となく指摘された。彼らは，温室条件ならびに乾燥気候条件からより湿った気候条件に

移動した場合，空気中の数差が低下するに伴って水利用効率が著しく増加することを観測している。

　以上説明した事項からの基本的な結論は，次のように定式化できる。

　植物は自然のエネルギー資源と水資源の非常にわずかな部分を利用するにすぎず，その利用割合は，

大気からの二酸化炭素が最大可能拡散の時に達成される小さなくエネルギー利用率》よりも小さい。こ

の節のなかで示した計算結果は，大気中の二酸化炭素が完全に利用される条件では，槙生の利用するエ

ネルギー量は入射太陽エネルギーの5％以上になり，この場合には蒸散生産力は数千（一般に見られる）

ではなく数百になることを示唆している。自然条件下では，このように高い光合成効率は～般に観察さ

れないので，植物の生産力は，次に説明するような要素によって，大きく抑制されていると結論できる。

　上に説明した式は，同様な外部条件下にある～枚の葉または葉群にあてはまる。植被層の全光合成量

を決定するには，植被内の各レベルでの光合成に関係した気象要素の違いを考慮しなければならない。

　このような研究課題が，Mo簸si・Saeki（1953）およびDavidson・Philip（1958）の研究の中で設定

された。日射量の鉛直変化の影響を考慮して，鱗被層の全光合成量の計算が行われた。しかしながら，

CO2濃度と光合成との関係は無視された。その後，植被内の各レベルでの放射要因ならびに二酸化炭

素濃度の変化の光合成への影響を考慮したより一般的な群落光合成理論が提示された（Budyko，1964な

ど）。これらの研究の結果を次に説明する。

　植被内の各レベルの光合成の研究では，植物の存在する空気層，すなわち植被層内で各気象過程の物

理的法則を考慮しなければならない。植被層内の物理的過程を研究する場合には，各レベル上の気象要

累の値を水平的に平均化するのが合理的である。このようにすると，気象状態への個々の植物の影響を

消却できる。

　このような平均化を施すと，接地気層内と違って，短波放射，長波放射，顕熱，水蒸気および運動量

の平均鉛直流築は，喋喋層内で著しく変化していることを明らかにできる。この場合，短波放射量は地

表面に接近するにつれて減衰する（これは植物の才望上で放射が吸収・散乱されるためである）。長波

と短波の両放射の値から求乳る純放射も，植物の遮蔽作用のために，地面へ接近するに伴って滅目する。

　水蒸気縁束，運動量無爵も上と同様に変化するが，植園層内の水蒸気流東は植物からの蒸散の影響の

ために高さにつれて増大する。一方，運動量流束は植被⊥薦から内へ入るに伴って減少する。これは空

　（注）　蒸散係数の計算：では，乾物量の増加が考慮される。植物は水及び土壌中の無機物質を利用し，

乾物の一部が呼吸によって植物の発育期間中に消費され，そして植物の章々の器官が枯死するので，乾

物増加量と光合成量とは若干違っている。
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気の流れに対する植生の抵抗作用のためである。高い接地気層内に比較して植被層内の乱流交換が誠衰

するのは，上のような植生の抵抗作用に関係している。植心酔内の乱流拡散係数は開けた場所の値にく

らべて著しく小さく，地表面へ接近するにつれて小さくなる。

　乱流拡散係数kおよび光合成有効放射Qと高さとの関係を示す一例として，1．2mの高さのコムギ畑

でのEfi搬ova（1968）のデータが図4．5に示されている。

K
1，6

1．2

薮　　0．8

拓

0．4

0

0 0．1 0．2

Q

0．3k，m宅／／s

0 150 300 450Q，　W／m2

図4．5　植被層内での乱流拡散係数kと光合成有効放射Qの鉛直変化

　光合成有効放射は全短波放射の一部で，その波長域は放射エネルギーが光合成活動に利用される範囲

に限られている。その量は大体全短波放射の半分である。

　植被層内の光合成理論を研究するにあたっては，1枚の植物葉の光合成とそれに影響する外部要因と

の間の定量的関係を明らかにしなければならない。数多くの室内実験から，光合成有効放射Qが低い場

合には，光合成は放射量に比例し，他の外部要因には余り影響されないことが知られている（％binow1もch，

1951など）。すなわち，次のようになる。

　　　Q一・oで　　A備βQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（429）

　このような条件は光一光合成曲線のいわゆる立上り部分に相当している。　　　　，

　光合成有効放射量が大きい場合には，放射量によって光合成量は余り変化せず（光一光合成曲線のプ

ラトウ域），二酸化炭素濃度，湿度およびその他の外部要因によって大きく変化する。

　多くの実験的研究から，〈光飽和〉の条件では，光合成は自然条件でみられる濃度域ではCO2濃度に

比例することが知られている。これらの結論を考慮すると，次のように表わされる。

　　　Q→ooで　　AコτC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4・30）

ここで比例係数τは温度およびその他の外部因子の関数であるが，放射量とCO2濃度には無関係である。

　βとτの値は実験的に求めた光一光合成曲線を用いると決定できる。βの値は光一光合成闘線の最初

の立上り角度の正接である。そして，τの値はある与えたCO2濃度下での光一光合成曲線のプラトウ

の高さである。

　係数τは，光飽和条件下で光合成を通じて植物によって吸収・同化されるCO2の拡散条件を表わし

ていると考えられる。
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　ここにあげたような条件は，光一光合成曲線を下のように表わすと，定式化できる（Budy抽）

　　　　　　βQ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．31）　　　A謹
　　　　　　　βQ
　　　　　1÷一一
　　　　　　　τC

これは1951年に田宮の提出した双曲線関数（Monsi・Saeki，1953）を一般化したものである。

　植三層内のレベルzでの鉛直二酸化炭素流束は下のようになる。

　　　　　　　dC

　　　A・％k蕊　　　　　　　　　　　　　　 （4・32）

葉のCO2吸収によるdz層内での二酸化炭素流東の変化は，（4．32）式から次のように表わされる。

　　　　　　βQsdz
　　　dA1；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（433）
　　　　　　　　βQ
　　　　　　1十一
　　　　　　　　τC

ここでsは単位体積内の葉表薗積。

　植被層内の高さに伴う光合成有効放射の変化は次式によって求まる。

　　　dQ＝9（Q）sdz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．34）

ここで関数ρ（Q）は厚さdzなる層内での放射の吸収とこの層の上面へ入射する光合成有効放射量と

の関係を表わしている・z；Hなる植三層の上面での放射流束は既知である（Q漏QH）とすると，（4．

34）式から次の関係が求遠る。

　　　6QH鈴Q）一fH…

　Qについて（4．35）式を解くと，次の関係が求まる。

　　　Q濡Ψ（QH，　∫烈sdz）

　　　　　　　　　z
これは高さと光合成有効放射との関係を示している。いま次のような関係を考えると

　　　ψ（Q）欝レQ

（ンは比例係数），次の関係が求まる。

　　　Q薫QHexp〔一レ∫Hsdz〕
　　　　　　　　　　　Z
（438）式を利用すると，（4．33）式から次式がえられる。

　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　βQHexp〔一ン　／　sdz〕
　　　　　　　　　　　　　　Z　　　dA1讐・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sdz
　　　　　　1＋響・x・〔一ゾ・d・〕

　植物の呼吸によるガス流束A2の変化は，次のように表わされる。

　　　dA2罵一6sdz
ここでεは比例係数。

　CO2の鉛直流血の金体的変化は次式で求まる。

　　　dAz諏dA1十dA2
　上に述べた関係式を組合せると，次のような非線型微分方程式が求まる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ
　　　一（　　dCρk）一一βsQHexp〔一レ〆sdzLεs

　　　dz　dz　1＋狸，x，〔一。∫H、、、〕
　　　　　　　　　　　　　　τC　　　　　　　z
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（4．38）

（4．39）

（娃，40）

（4．瓠）
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（4．42）方程式を解くには，次の境界条件を利用する

　　　dC
（ρk一）
　　dz
　　dC（ρk一一）

　　dz

Z＝O

Z二王王

＝一 `o

一ρDH（C。。一CH）

（4．43）

（4．44）

ここでAoは土壌からCO2流束，　CQOは植下の性質の影響のあまり及ばない高さz1でのCO2濃度，CH

はレベル琶でのCO2濃度，　DHはレベルHとz1の間の気層内での乱流拡散速度。

　．ヒにあげた2境界条件の第1は，土壌からの二酸化炭素の放出と地表面近くの空気申での二酸化炭素

の乱流流束とが等しいことを表わしている。第2の条件は，植被層の上面へ流入する二酸化炭素の乱流

流束が大気から三管層内へ受入れられる乱流流束に等しいことを示している。

　植被全層の葉間空間内でのCO2の収支条件から，次の関係がえられる。

　　　　　　　　　　　ほ
　　　A＝AH十Ao十ノ’εsdz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．45）

　　　　　　　　　　0
ここでAは全純光合成量，AHはレベルHでのCO2の鉛直流言。

　方程式（4，42）を解くと，AHの値を決定できる。次に（4，45）式を用いると，金純光合成量が求まる。

この場合，植二二内での高さとk，s，εとの関係を考慮しなければならない。現在えられている実験

データを利用すると，それらの関係を考慮できる。

　一般には，方程式（4．42）は数値的にのみ積分できる。

　上に説明した理論を利用すると，植被層の光合成と葉面積指数s（植物の占有している土地面積と葉

面積との比）およびその他の外部要因との関係を研究できる。

　植三層の光合成に関するこの理論の他に，群落光合成を数学的にモデル化するために多くの別の方式

が提出されている（Ross，1964；Monte　ith，1965；De　Wi　t，1965；Uchijima，1966；Duncanら，1967；

Tooming，1974など）。すべてこれらの方式の基礎には，物理的条件が高さ方向に違っている水平方向

に均質の植二二の光合成に玉枚の葉の光合成を変換するという一般的な考え方が存在している。ここに

あげたそれぞれの方式の閥の違いは，利用した数値モデルの些細な点の違いにむすびついている。ある

ものはより一般的な特徴をそなえており，別のあるものはより個別的である。

　植被三内の光合成の法則性を研究するために，ここで説明した光合成理論からのいくっかの結果を説

明しよう。これらの結果は，τ，sおよびεの値が高さに無関係に一定で，かっ葉間空間内の乱流拡散

係数の鉛直プロフィルが直線，すなわちk罵ko＋kl　zで表わされるような特殊な条件についてえられ

ている（ただしko＜k1H）。
　　　　　　　　　　　　　ヨ
　図4．6に，葉面積指数S慧ノ’sdzとτ／ρが種々変化した場合について計算的に求めた，植被上面
の光合成有効放射流束（QHヂと群落純光合成量Aとの関係が示されている。

　この関係の計算には，他のパラメータとしては次のような値を用いた：Ao＝ε薫0；DH濡0．6c盤／

・；k1－3c撮／・；匹1；β一1．9×10－59／J；k玉H／k。一200；ρ一1．29×10－39／c磁3，

CoO漏0．46×10嚇3（これは容積百分率0．03に対応している）。

　図4．6上の線は光一光合成曲線そのものである。しかしながら，植物生理学のなかで詳細に研究され

ている三葉の光一光合成曲線と違って，これらの曲線は理論的な方法で求めた植物群落全体の光一光合

成曲線である。これらの曲線は，その値が小さい時には全純光合成量は放射流東に密接に関係している

が，その他の要因の影響は弱いことを示している。逆に，放射の値が非常に大きい場合には，全純光合

成量は放射量にはほとんど無関係になり，その他の要困，特に係数τに影響を与える温度によって決定

される。

　図4，7に，全純光合成量に対する土壌からのCO2流東Aoの影響が示されている。ここで，直線1は

A。とAの実際の関係を，直線2は土壌から放出される二酸化炭素ガスが完全に同化吸収される場合を
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図4．6　光合成有効放射（QH）と群落光合成量（A）との関係

表わしている。直線1と2の比較から分るように，Aoの増加に伴うAの増大は，もしも放出CO2が完

全に吸収同化される場合のそれに比較して，非常に小さい。これは次のようなことを考慮すると容易に

理解できる。すなわち，下からのCO2流束は，まず最初に放射量が不十分なために光合成能力の低い日

陰葉に出会うことを考えると理解できる。下からのCO2流束による植被属内のCO2濃度の全体的増加

は，上方から流入するCO2流東の減少によって著しく均一になる。
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図4．7　総同化量に対する土壌からの二酸化炭素流束の影響
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　このために，総光合成量に対する土壌からのCO2流束の影響は，大気から二二へ流入するCO2三三

にくらべて一般に小さい。この結論は植被内でのCO　2拡散に関する実験的研究から導かれたMo亘te　ith

ら（1964）の結果と一致している。

　次に，植被の生産力Pを決定している気候要因の研究に移ろう。この場合，生産力は総光合成量と呼

吸による膏機物損失量の差とし，生育期間における植物各器官の枯死による有機物質の損失は無視する。

　門門の生産力は葉面積指数に密接に関係し，この指数が非常に小さい場合と非常に大きい場合には著

しく小さくなるので（以下参照），生産力が最大になるような最適葉面積の場合における植被生産力を

計算しよう。

　さきに説明した方程式は，二二それ自身の性質を特徴づけているパラメータのほかに，数多くの気象

パラメータが生産力Pに影響していることを示している。それゆえ，これらの数多くのパラメータのな

かで最も重要なものを選び出す必要がある。行われた分析から分かるように，土壌水分がト分な条件では，

植被の生産力に最も強い影響を与えるのは，光合成有効放封と温度の二つである。放射流東QHはこの

問題を記述する方程式のなかに直接含まれている。温度Tは，計算方式内に含まれているパラメータτ

とεに影響を与える。

　残念なことに，この問題に関する研究は多数あるにもかかわらず，各種植物のパラメータτとεへの

温度の影響に関する確実な定量的データは現在まだえられていない。それゆえ，我々は一般的な形でτ

（T）とε（T）との関係を利用することにした。これらの関数関係はいくつかの禾穀作物について求

められた。

　以上のような関係を利用すると，さきに説明した方程式から，植被上面の光合成有効放射流東および

温度と二二の全生産力Pとの関係を計算できる。このような計算から，すべての条件で，生産力Pは放

射流山QHの増加につれて増大することがわかる。一方，温度上昇に伴って生産力は最初は増大するが，

ある最大値に達する。この最大値はQHによって変化する。そのあと減少し始める。これは，τとTと

が上と同様な依存関係にあり，さらに温度が上昇すると呼吸が増大するためである。

　計算結果から，二二の生産力への放射と温度の影響は複雑なことがわかる。実際に存在している条件

では，三二内の放射はく最少律》的な要因で，下層内のしばしば巳陰になる葉は常に日射不足状態にあ

る。一方，生産力への温度の影響は別の特徴をもっていて，ある一定範囲以上へ温度が上昇すると生産

力は大幅に低下する。

　上のような方式で求めた値に比較して実際の植被生産力がなぜ低いかという問題を説明しよう。この

原因は，気候要因，生物学的要因ならびに土壌要因の影響に関係している。

　上に説明した方法で求めた生産力の値は，気候的に最も恵まれた地域でも植物発育の金期間を通じて

割合稀れにしか見られないような最適土壌水分条件での値である。

　可能最大生産力の値は，全生育期間を通じて光合成最適構造が維持され，しかも光合成器官の活動度

がその生育期間を通じて一定に保持されているような植物の場合である。実際の植物では，上記のよう

な最適条件は一般には満足されない。以上のような条件の他に，植物の可能最大生産力は無機栄養分の

補給度によっても影響される。しかしながら，農耕地で十分な農業技術が施されていても，無機養分が

完金に補給されるのは稀れである。

　これらの条件のすべてが，農作物ならびに自然植生の生産力が上の方式で求めた可能最大生産力より，

なぜ著しく低いかの原因である。

　したがって，ポテンシャル生産力は，自己栄養植物による有機物生産のための各地理帯の気候資源を

特徴づけている指標ということができる。

　実際の条件下では，土壌の水分状態は植物の生産力に特に大きな影響を与える。次に，降水量と二二

生産力との関係に関する経験的研究結果を説明しよう。槙被内での熱交換と水分交換の過程の数値モデ

リング法が植被生産力への水分状態の影響の研究に適用可能なことは注目に値する。
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　このような方向の研究としては，蟹囎zhu1地の仕事がある。彼は，土壌中の水分量が不足する場合

には，葉面積が減少し，葉表面上の気孔抵抗が大きくなると考えた。これらの法贈生を半経験的方式の

記述に利用し，かつ蒸散と蒸発散との関係を考慮しながら，Menzhulinは植被の生産力に対する蒸発（こ

れは±壌水分に関係している）の影響を計算している（Menzhulin，1976）。

　地球上の種々な地域における各種の植生タイプの形成・発達は，植物の発育への気候条件の影響に基

づくことを先に指摘した。

　植生への気候の影響に関してなされた数多くの研究では，主として経験的方法が用いられている。そ

のため，植生の性質への気候要因の作用の基本的メカニズムの解明が若干制限されている。植物の生命

活動への大気要因の影響を記述する一般的な物理的諸法則に基づいて，気候条件と植生の性質との関係

を研究するという課題を設定できる。各種の気候条件に対応している各地理帯の単位面積上のバイオマ

スのような植生の特微量の平均値も，上と同様な方法で理論的に評価できる。

　このために，植生内での膚機物の収支を研究しよう。植生内での有機物の収支を解析するには，次の

関係を利用する。

　　　難；μS一←m．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（喋，46）

ここでMは植生地の単位土地面積上の有機物量，Sは葉面積指数，μは植物の単位葉爾積の重さ，mは

単位土地面積上にある葉以外の植物全器官の有機物量。

　単位土地面積上の植被生産力は次式によって求められる。

　　　P＝A（S）一B（M）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．47）

ここでA（S）は葉面積指数Sに関係している植被層の光合成，B（M）は有機物質量Mに関係してい

る個々の植物器官の呼吸と枯冤による有機物質の損失。

　葉の呼吸およびその枯死による窟機物の損失は葉の質量に比例する，すなわちソμSとおくのはごく

自然である（ひは比例係数）。そうすると，次式がえられる。

　　　P－A（S）一〃μS－B（m）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．48）

　関係A（S）を明らかにするには，上で説明した植被層の光合成に関する物理的理論を利用しなけれ

ばならない。

　この関係の特徴を考慮すると，∂A／∂Sの値は正であるが，Sの増加につれて単調に滅少し，非常

に大きい葉面積指数値で0に接近することがわかる。これとの関係で，もしも∂A／∂SIs＝o＞〃μ

ならば，その値で植被生産力の最大になる葉面積指数Soが存在することがわかる。　Soの値は次の条件

から発見できる。

　　　縫L評　　　　　　　　（。、9）
　蒸散のための水分が十分満たされている自然植被内で，その光合成活動の効率の上昇を指向しての自

己栄養忌物の長い進化の結果，最適葉面積指数Soに多少とも近い葉面積指数が見られるようになった

．ことは多分ありそうなことである。このような命題を検討するために，上に説明した計算方式を用いて，

各気候条件についてSoの値を（4．49）式から決定した。その結果，　Soの値は緯度の増加に伴って緩

やかに減少するが十分安定していて，広葉樹林では平均して大体5になることがわかった。

　この評価値は，水分の十分な地域の自然植生の多くの観溺から求められている葉面積指数値（＜森林

植物生態学の基礎》，1964）と十分よく一致している。これは上に説明した仮定の正しさを実証してい

る。

　多年生植物の発育は，その自然成熟に達するまで続けられる。すなわち，植被内での有機物の蓄積が

呼吸による有機物の放出ならびに植物の個々の器官や心々の植物の枯死による有機物の放出によって相

殺される状態までは続けられる。この状態では，次の関係が満足される。

　　　A（S）一びμS－B（m）㎜0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．50）
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　S＝Soなることを考えると，定常状態に達している植被内に蓄積されうる有機物の上限値Moは次式

から求まる。

　　　A（So）一B（M。）　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．51）
この方程式は，水分が十分な条件にある各酒面帯の代表的植生のバイオマスを理論的に評価するのに利

用できる。

　Dav宝dsonとPhilip（1958）の考えに従うと，植東南での現存量：の時幅広変化を表わす方程式を導

くことができる。この方程式を用いると，自然的成熟への植生の接近に伴うバイオマスの変化速度を評

価できる。この方程式は（4．48）式に似ていて，次のような形になる。

　　　dM　　　一＝A（S）一〃μS－B（m）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．52）
　　　dt
ここでdM／dtはバイオマスの時間的変化速度。

　（4．51）式と（4．52）式が，定常状態ならびに時間的に変化している植生（水分供給の十分な地帯）

のバイオマスを評価するのに利用された。〃とBを決定するには呼吸および個々の植物器窟の枯死によ

るバイオマス損失について詳細な情報が必要であるが，それらのデータは不十分である。それゆえ，こ

の種の計算を進めるのはむずかしい。

　しかしながら，文献に示されているこれらのパラメータの値を利用すると，各緯度帯の森林内でのバ

イオマスを（4．51）式から計算できる。これらの計算纏は，Lavre磁。，　Andreev，　Leonむ1ev（1955）の

総合報告からの実験資料と十分よく一致している。このような計算を行うと，一つの植生タイプから他

のタイプへ移行する時のバイオマスの変化にどのような気候因子が作用しているのかを明らかにできる。

　特に，上記の式を利用すると，緯度の増加に伴う森林内のバイオマスの減少は植物生畏期間の短縮に

最も密接に関係していることがわかる。一方，生長期間の気温低下の影響および放射の変化の影響は，

余り重要でないことがわかる。

　（4．52）式を用いて計算をすると，多年生植生の発育途中でのバイオマスの変化の一般的な法則性を

明らかにできる。これらの法則によると，バイオマス増加速度は植生の形成され始めた第1年度で最も

大きく，時間の経過につれて増加速度は定常的に減少する。バイオマスの増加速度が小さくなった時，

植生は自然的成熟に接近したことになる。

　以上のような計算から，（452）式を用いると森林のバイオマス増加と森林の年齢との関係を得るこ

とができる。その結果は多くの森林での観測資料とよく一致することがわかった。

4．4　植生の生産力
　上で述べたように，自然植生の太陽放射エネルギーの利用効率は，自然条件によって著しく違ってい

る。光合成における太陽エネルギーの利用効率は温度や水分が不足すると低下し，温度状態および水分

状態が最適の場合に最大値になる。エネルギー利用効率は土壌の物理的特性および化学的特性にも関係

している。

　自然植生の太陽エネルギー利用効率を定量的に計算するには，太陽放射の入射量と植生の生産力に関

する情報が必要である。地表面の放射状態の沈下では，全天日射の地図のほかに，世界地図を含めて各

地域の光合成有効放射地図も準備されている（Efimova，1965，1969，1977など）。

　自然植生の生産力の平均値を決定するには，各地理帯の生産力の経験的決定データを載せた種々な報

告の資料が利用できる。多くの報告（Lieth，1964；Rodin，　Bazilevich，1965；Bazilevich，　Rod撤，

1967など）で，大陸上の植生生産力の最初の地図が作られた。これらの研究は植生の生産力の地理変化

の法則性の研究にとっては大きな価値をもっているが，基礎データが不足しているので，それらの地学

は非常に図式化されていることを指摘しておく必要がある。特に，BazilevichとRodinの研究では，

生産力に関するデータは等値線の形ではなく，各地理帯の生産力の平均値という形で表示されている。
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植物による太陽エネルギー利用効率の空間的分布の研究へ以上のような分布図を使用することは，次の

ような理由から大変むずかしい。すなわち，植生の生産力は一つの地帯から別の地帯へ移動する場合だ

けでなく，ある一つの地帯の内部でも変化する。

　それゆえ，植生による太陽エネルギーの利用を評価するために，ソビエト地域について自然植生の生

産力の新しい地図が作られた（Budyko，駅圭mova，1968）。この地図を作成するにあたって，水分が

十分な気象条件では自然植生の生産力は地表面の純放射に関係するということが考慮された。水分状態

の指漂としては純放射と年間降水量との比を利用した。

　以上のような関係で，盧然植生の年間生産力（自然植生の地上・地下部の有機物量の年間増加量）を

純放射量および降水量と比較する図が作成された。この図が図4．8に示されている。縦軸は年間の乾物

生産量（t／ha）を，横軸は年間純放射量Rと年間降水量を蒸発させるに必要な熱量Lrとの比（放射

乾燥度）を表わしている。図内の曲線は，年間純放射量（W／㎡）の違いに対応している。
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図4．8　気象要素と自然植生の生産力との関係

　この図を作成するため各種報告のなかの自然植生の生産力に関する全データを使用したけれども，低

緯度地鵜；（したがってRの大きい）での生産力データは非常にわずかであった。それゆえ，それらの地

域についてのこの図の精度は低い。この図に示されている中緯度地帯での関係は，かなり正確である。

　この図上に示されている等値線の配列は，第3章で説明した地理学早成帯化の法則とよく一致している。
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　この図から分かるように，純放射量の種々なレベルでの乾燥指標と生産力との関係は非常によく似てい

る。気候因子と生産力とについて同様な関係がBazilevich・Rodin（1969）とDrozdov（1969）の報告

にも示されている。これらの関係のいくつかの特徴については補足的研究が必要である。そのような間

題点としては，ある所与の純放射量の時に，放射乾燥度のどの値で生産力が最大になるかがある。

　図4．8からわかるように，この図上でそれぞれの曲線の最大になる位置を正確に決定することは，非

常にむずかしい。Armand（1967）は，高・中緯度では関係曲線の最大が見られるが，熱帯では植生の

生産力は放射乾燥度の減少に伴って増大し続けるといっている。Bazilevich，　Rodin，　Rozov（1970）は

このような最大値はすべての緯度で存在するが，緯度の高まりに伴って最大廼の見られる放射乾燥度は

大きくなると結論している。

　図4．8および純放射量と降水状態に関する資料を利用して生産力に関する地図を作成するために，ソ

連領土内の多数地点の生産力を計算し，その分布図を作成した（図4．9）。この図から分かるように，自

然植生の年間生産量は，北氷洋の群島およびシベリア沿岸地域の2t／ha以下からコーカサス地方の黒

海沿岸の20t／ha以上まで変化している。この場合，土壌水分の十分な地帯では，北から南へ移動する
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図4．9　ソ連領土内における自然植生の生産力（t／ha）．

に伴って入射太陽放射量と植物生育期間の長さが増加するために，植生の生産力も増大する。植生の生

産力の低下は土壌水分の不足する地域で顕著で，中央アジアの砂漠地帯では年聞2t／haにまで低下す

る。

　図上に示されている自然植生の年間生産力値とBazilevich・Rodinの生藍力分布図のデータとの比較

から，一般的には各地理帯のバイオマスの年間増加量の特徴とは十分よく一致していることがわかる。乾

燥ステップ，砂漠，とくに東シベリアの地域での二つの分布図間の違いは，これらの地域での調査資料

の不足に主として起因している。このようにして作られた生産力分布図と植物生育期間の光合成有効放

射量の分布國とを利用すると，入射放射量のどれ位が有機物の形成に利用されているかを計算できる

（Efimova，1965）。有機物の発熱量は約16500　J／gであるとして，このような計算を行った。

　図4，10上に，これらの計算データから作成したエネルギー利用率の分布図が示されている。この図は
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図4．抑　自然植生による太陽エネルギーの利用率（％）

植物生育期間に入射した光合成有効放射エネルギー量への百分率として年間有機物生産に用いたエネル

ギー量を表わしている。図から分かるように，有機物の年間生産に，入射光合成有効放射量の2％までが

利用されている。太陽エネルギーの利用率の最大値（1．8～2．0％）は，コーカサス地方の黒海沿岸で

年間生産量の最も大きい地域でみられる。ソビエト領ヨーロッパ地域では，南および爾東（p乾燥地域を

除いて，ほとんどすべての地域でエネルギー利用率は割合に大きい（1．0～1．2％）。ソ連領アジア地

域ぞは，菓シベリアの中央地区，ハバロスク地方南部および沿海州地方では，エネルギー利用率は約1

％で，その他の地区では入射する光合成有効放射量の0，4～0．8％がバイオマス生産に利用されている

と結論できる。中央アジアの砂漠および半砂漠では，バイオマスの年聞生産へのエネルギーの同化は

0．1～0．2％までに低下する。ここに説明した太陽エネルギー利用率は本章の最初で説明したものと内

容的には違っていることを指摘しておこう。それは，最初に説明した係数は光合成有効放射ではなく，全

全天B射に基づいているためである。

　源部地域に比較して，我が国の東部地域で植生による太陽エネルギーの利用率が小さいのは，多くの

東部地域の水分環境があまりよくないこと，および植物生育期閣の長さが幾分短くなるためである。

　全ソ連領土について平均すると，自然植生による光合成有効放射の利用率は大体α8％になる。この

値を全天日射量について計算すると，大体1／2，すなわち約α4％になる。

　その後，£fimovaは，気象要因と自然植生の生産力との間のより正確な関係を利用して，各大陸の

生産力値ならびに光合成有効放射の利用効率を計算した。そして，それぞれの分布図を作成した（EfimQva，

玉976）。各大陸についての彼の計算結果が表4．玉に示されている。

　この表中のデータから分かるように，五つの大陸の単位颪積あたりの平均生産力の差は割合に小さい。

これらの大陸の各々において，陸地面積の大部分の平均生産力は熱量または水分量の不足によって制限

されている。ただ南アメリカ大陸は例外である。この大陸の大部分で，気候条件は植生の発育にとって

非常に適している。

　光合成有効放射の利用率はオーストラリアとアフリカでは低くなっている。これは，これらの大陸の

穴部分で水分が不足していて，植生による太陽エネルギーの利用が妨げられているためである。
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表4．1　自然植生の生産力

大　　　　　　　　　陸
生 産　　　力 光合成有効放射利用率

109t 9／（　2m・yr）
（鍵騨三値への）

ヨ　　　　　一　　　　　ロ　　　　　　　　　　ツ

A　　　　　　　　ジ

A　　　　フ　　　　　リ

k　　　ア　　　メ　　　リ

?　　　ア　　　メ　　　リ

Iーストラリア（海洋諸島を含む）

､　　　　地　　　　全

ノ・9

Aカカ肉体

　89
@38，3

R1．O

@l8．ユ

R7．2

@76
P41．1

850

X80

P030

W20

Q090
W60

X50

1．26

O．88

O．59

O．94

P．13

O．44

O．86

　植物の生長にと・て最も髄な水分鮒1ま一一・パと南アメ　カに存乱ている．しかしながら，

より高い緯麟にある・一・・パでは・太戯曲が少ないためにエネルギー糊率開きくな。てい
　るむ

　陸上植生では髄物畦バ材マ糧への癖の生勅の比砒鰍に小さいのカ・融である。その
値は搬に1・0より・1・で・多くの胎数パーセ・卜肝である．紳植物では，・砒は1，。より非常

　に大きくなることがある。

　艸植物の生動の遡的分布燗するデータは，蹴植物のそれにくらべて少ない．翻資料によ

ると海中緯藩論で多量の有機物を作るのは課緻＋mまで紛布しているプラ。クト．であ

る深しい深さでは汰陽エネ・レギ過1ま光餓過程の醗な翫のためにはあまりに砂なすぎる。

広い離舶生面は搬に沿剃・駒生繭よ濾しく低い。勧に必要撫機観を多量に含ん
でいる小さい湖で，生産力は最大になる。

離の全生動は近似的にしかわカ・って・・な・・．よく糊される・5～55×1…／，，というK。b1。。、、．

Mis欲eとS・r・ki・（1962）の報舗は・離の戦瀬当りの平均生産力にすると約15・9／m・にな

る・この平均生産加陸地の鞠面積当りの平均生産が・くらべてはるかに小さい。その｛也の髄の研

究都よる離の生動瞬価値は・上・・あげた値の・・～…％の鞭内1こある（Gersh。n。vi，h，M。，。．

mtsev，1982ほかの報告参照）。

　これらの評価値を考慮すると，地球の年間生産力は約200×109tになる。すなわち，乾物生産量と

して大体4009／m2になる・・の鮪強磁…W／m2の物輔・ネルギ哨費嘲当する．す
なわち，地球上に入射する太陽エネルギー量の約0．1％に相当する。

光籠膿が嚇のエネルギー収支の基本項に酵的影響を与えるには，上の｛直は余りにも小さい。

それゆえ・船成は気候条件に羅するような重要面子ではないと搬に考えられてし・る。

気候条件への影響は・・のエネルギーカ熱・急激に変擬れるよう鮪機物の徽化のなかで，船

成を通じて同化されたエネルギーが急激に大気中へ放出される時のみ現われる。

しかしながら・このような影響が非常に獺な形醗生する・とがある．植生によ。磯われ砿大

な繊の火事がそれである・・のよう暢合・・は・長い期間樋じて報さ批光合成エネル軒が急

激燃にかわり・その戦酵当りの強さ駄陽鮒・ネルギ遇をはるか・こ彩るほどである。それ

ゆえ・広大な舗の山火事で燃えた魍の気鰍態臆激に変化する。そして，・のような変イヒ駄

気層のかなりの厚さに波及することがある。

これに似刷はそのままにしておいて漣生は光合成への太陽エネ・レ軒の7韻燃してではなく，

熱収支と水収支へのぞ二二の影響樋して・気候に大きな器を与える・とを手山芋する腰がある。

したが・て髄生による太陽エネルギーの醐効率に関するデータは，駐の生長の観点から気候条
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件を評価するため，また種々な植生タイプの光合成生産の効率の指漂として，主として価値がある。

　上に説明した生産力に関するデータは，他栄養生物によって利用可能な純有機物量を表わしている。

総生産力（すなわち，同化量）は上に説明してきた純生産量より常に著しく大きい。それは有機物の一

部が植物の呼吸および他の生理機能によって消費されるからである。多くの場合において，純生産量は

総生産量の約半分である。
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第5章　動 物

5．1　生物圏内の動物
　現在の動物相の特徴はそのなかの生物が極めて多様ということである。この多様さは，まず第一に各

種の動物の大きさにおいて見られる。動物掘を構成する動物種の大きさは，顕微鏡的なスケールから10

mのスケールまでに広がっている。

　：大きさだけでなく動物の体の構造もまた，非常に多様である。最も単純な動物の比較的に原始的な構

造から，高等動物とくに脊椎動物の複雑な構造までと広い範囲に変化している。現在生存している動物

種および属は，それらの地質的年代において非常に違っている。それらのなかのいくつかの者は10×106

年または100×106年も実際上全く変化していないし，あるものは比較的最近になって生まれたものも

ある。動物の生活形および生憎環境も非常に違っている。

　第5章で説明したように現在の植物も非常に多様であるが，多様さの点では動物が植物を上回ってい

る。動物と植物のもう一つの違いは，動物の進歩したグループが最も進歩した植物より一層複雑な体制

をもっていることである。

　生物圏内での動物の生存帯の慨究から，それは植物の生存帯より一層広いことが知られている。この

違いは，動物の容易に活動できる地域は多様な生棲環境条件にあり，太陽放射量が十分入射しなくても

（光合成植物と違って）生棲できることに関連している。

　動物の生存に必要な条件は，動物の利用する餌が十分にあることである。動物の生存帯を制限してい

る別の要因としては，周辺環境のガス組成がある。好気生物は，呼吸に必要な酸素が豊富にある環境内

でだけ生存できる。一方，嫌気生物にとっては，酸素は多くの場合，有毒ガスである。

　動物の生命活動はその温度状態に密接に関係している。温度と生命活動との関係の特徴は次の節で研

究する予定である。

　空間的に移動しない大多数の植物とちがって，生物圏の一定の範囲内で移動する動物の生存には三つ

の様式一定住生存，一時的生存そして偶然的な生存がある。植物と同様に，野物の定住的生存は水圏内

または岩石圏内（しばしばその表面上）でのみ可能である。多くの飛行動物は飛行しながらその生存の

一部をおくるけれども，それらは，一定期間は地表面上，土壌表履内または水体内にいる。

　ほとんど大多数の動物は，＜生命物質膜》表面～すなわち陸地表面，土壌，尊体表層および地表面に

接する空気層からなる銘較的に薄い層内で生罪している。この層の外でも常に動物がみられる。例えば，

水圏の深層内にも動物がいるが，その種の数は余り多くない。

　水体内の動物類は，それらの生存場所ならびに運動の特徴によって，三つの主なグループ：プランク

トン，ベントス，ネクトンに分けられる。プランクトンは小さな生物で能動的に運動するための器官を

欠いており，水の運動によって移動する。プランクトンのいくつかの者は，限定された能動的な移動能

力を持っており，100mも鉛直方向に移動できる。このような移動は一般に太陽放射の日変化に関係し

ている。

　プランクトン生物は動物（プランクトン）と植物（プランクトン）からなっている。

　ベントスは水底に生棲している生物で，そのなかには動物（ベントス）と植物（ベントス）がある。

ネクトンは能動的に遊泳する動物である。魚類，噛乳類そして多くの無脊椎動物がこれに属している。

　多くの動物の特徴は，生存環境の変化との関連で，その生命サイクルの全期闘を通して空間的に大幅

に移動するということである。それと同時に，多くの動物はその生存の大部分の期間を通して，植物と

同じように動かない。このような動物としては，海綿様の原始的生物だけでなく地較的に進歩した動物

群，たとえば脊索動物のタイプに属する尾索類（九厩。α6α）もある。海水申にいる尾索類は，幼虫の段
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階では，脊索動物のナメクジウオに似ている。続いて，複雑な形態生理的な変化によって尾索類の大多

数は多くの器宮を失う。そして，幼虫時代よりも一三原始的な構造になり，海底にへばりついた生き物

に変化する。

　各種の動物の能動的に動く能力は葬常に違っている。いくつかの遊泳動物および飛行動物は，しばし

ば10，000km以上という遠距離を定期的に移動している。たとえば，多くの鯨類は彼らの利用する餌の

豊富な場所を追って長題離を移動する。海洋に住んでいるが，海洋から遠く離れた陸地の湖水で産卵す

る多くの魚（特にサケなど）の行程も非常に長い。

　1，000kmの桁で測定できるような距離をしばしば移動する鳥類の季飾的な渡りは有名なことである。

　割合に小さい多くの動物は非常な距離を受動的に移動できる。たとえば，寄継動物と一緒に移動する

害生虫なども，上のような動物に属している。

　動物のもう一つの受動的な移動タイプとしては，海流および気団の運動によるものがある。強い風は

多くの下等な動物（特に，嚢胞の形で，下等動物は自分の生存に環境条件が不適な場合は，自分の上皮

で自らを保護している。これが嚢胞である）を1，000kmも運搬できる。暴風および竜巻は魚やカエルな

どというはるかに大きい動物を，空中で絹織な距離運ぶことがある。

　多少とも長距離を移動しうるという動物の能力は，新しい地理域へのそれらの移住を可能にする点で

大きな意義をもっている。

　生物圏内のある地域に定住（または1時的であるが割合に長く滞在）する場合と，ある地域に短期間

（1時的に）侵入する場合とでは，三物のために必要な生存条件が違ってくることに注棄する必要があ

る。後者の場合には，それらの動物は水や餌が十分野保されないこともある。また，その地域に動物が

滞在するには余りにも高温すぎるような温度条件でも動物のいることがある。

　動物が発見されるが，長期間は生存しえない地区は，一定の条件付きでだけ生物圏の一部として研究

できる。

　現在の動物相（ファウナ）が著しく多様なのは，多様な動物の発生を可能にした地質学的過虫があっ

たことと，多くの生物にとっての生態的地位が存在してきたし，窪た現在存在しているためである。多

くの動物の占有する地帯は植物のそれに比較して広いけれども，これらの生存帯は矢張り限られている。

このことは，それぞれの動物種によって占有された小さな生物圏にしばしば出会うことを考えればわか

る。

　いくつかの小数派の動物（・スモポ1汐ン）1緋常に広い生物圏をも・ているが・＜・スモ剥タン》

動物（たとえば，ネズミのいくつかの種，海鳥，また人類と関係の深い昆虫）の広い分布は，大陸また

は海洋の広い空聞のなかで見られる数多くの生態系内にあるかなり狭い環境条件へのそれらの適応との

関係のようには，多様な外部環境条件へのそれらの適応によっては説明がっかない。

　いま生物圏を3次元システムと考えると，同一の地理郭内で1時的にある方向へ移動することが，大

きく制限されていることがわかる。すなわち，海洋の深層（大陸上での比較的に深い層）へ，また対流

圏内の上層へ侵入できるような動物種は存在しない。

　動物の三三帯に話を戻すと，これらの生棲帯を特徴づけている環境条件を詳細に研究することができ

る。

　現在まで，典型的な動吻の多くの生存帯は，遠い地質時代においてすべての生物が生まれた水圏に限

られている。動物が水圏内で生棲するには，上にあげた生存のための主要条件以外にさらにいくつかの

条件がある。そのなかには動物の生嚇する水の化学的組成も含まれている。全体として，生物の生棲帯

を制限するという点からは，水の化学的組成は大きな意義を持っていないbそれは，多くの植物と動物

　とは自然水内のかなり広い塩類濃度域へ適応していることからわかる。自然水体のわずかな部分で見ら

れる非常に高い塩類濃度は例外である（たとえば，死海内は，その名前が示すように，生物過程にとっ

てこの湖水条件は適していない）。
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　いま水生動物全体ではなく，それらのなかのいろいろな種を研究するならば，塩分濃度が当然大きな

意義をもってくる。たとえば，ほとんど大部分の魚は海洋性または淡水性である。いくつかの魚は一時

的には淡水に，また一時には余り高くない塩分濃度（海洋条件に比較して）の水に生山する。その生命

サイクルの一部を海洋内で，その一部を淡水内で送る魚の数は非常にわずかである。

　水圏内での動物のために重要なもう一つの条件は，それらの生棲深度である。深さは圧力に関係して

おり，深さと共に増加する。そして，海溝部分の圧力は大気圧の1，000倍にもなる。塩分濃度と同様に，

水圧条件は生物圏の境界状況には影響しないので，海洋は非常な深さまで魚類を生乳させることができ

る。しかしながら，海洋生物のそれぞれの種が生棲できる深さはある一定範囲内に限られている。それ

ゆえ海洋表層の魚を賑しい深さに沈めたり，また深海魚を表層へ引上げるとそれらは死亡する。

　海洋動物の生命活動に影響している3番目の補足条件一照明は，上で説明した各条件にくらべてその

：重要性は小さい。深海に生忘している魚類は暗黒のなかで生きており，自分のもっている光源によって

照らしている。表層水内で生出している魚の活動度は，水面に氷が張って暗黒になっても，また光が弱

くなったり，または全く光が来なくなるような高緯度地帯の冬でも麗乱されない。

　陸上動物の広がりは，上にあげた主要条件のほかに，さらに多くの補足因子によって影響されている。

多くの地上動物が生きていくには，1時的または定常的な遮蔽物が必要である。しかしながら，このよ

うな遮蔽物はいくつかの地理帯では欠けている。地中で生きている動吻は土壌の特徴と関係している。

そして，土壌は多かれ少なかれ地中生物の生出にとっては必要である。大多数の動物は弱い照明（夜馬

照明）および完全な暗黒にさえも（例えば地中生活者）十分容易に適応できるけれども，照明条件は動

物にとって三千の意義をもっている。

　生棲環境内の有毒物質濃度が低いことは，すべての生物にとって大切である（それらの耐性の観点か

ら）。このような条件の大切さは第10章で研究する予定である。

　無機環境の重要な特性とならんで，種々なクラスの生態系内に組みこまれているそれらの相互関係は，

生物の生存にとって重要な要因である。第1の段階におけるこれらの関係は栄養的相互関係で，ここで

すべての動物が植物に密接に関係している。すなわち，点食動物は直接に，肉食動物＊は間接的に植物

とむすびついている。肉食動物は栄養リングの一つ，またいくつか中間リングを通して植物につながっ

ている。単純な栄養関係の他に，動物とその他の生物との聞にはより複雑な相互関係の様式が存在して

いる。このようなスタイルの相互関係としては，共生（その地域の全生物，またはそのなかのいくっか

にとって好都合となるような生物の共存），片利共生（別の動物の採取した食物の一部を，ある動物が

利用する），および非常に広く見られる寄生がある。寄生は，生存のために他の動物（寄主）の体を他

の動物が利用する。寄生動物はこの動物の組織やその動物の消化した餌を食い荒す。寄生動物は多くの

動物群で見られるが，特に原生動物，昆虫および第足動物に多い。

　ある動物と他の動物との檀互関係は通常非常に多様で，ある場合には非常に密であるし，溺の場合に

は比較的にルーズである。多くの動物はコロニーの形（例えばサンゴ礁）で生きている。社会性昆虫の

相互作用は非常に密接である。たとえば，それらの社会から隔離したミツバチまたはアリの多くの種の

一員は，短期間の間に死んでしまう。有性生殖でない多くの下等動物は一般に他の個体と関係を持って

いない。

　生物圏の構成員としての動物の役割の特徴は，まず第1に自己栄養生物および他栄養生物を問わず，

有機物の分解過程にそれが関与しているということである。この分解過程の1部は植物，バクテリアお

よび非生物的要因によってもなされるけれども，動物の活動がないならば，有機炭素ならびに生命物質

のその他の構成分の循環速度は現在みられる速度より著しく小さくなるはずである。この他，多くの動

寒　く食肉動物》という表現は分類学的にそれに近縁の生物を捕食する動物を表わすのによく用いら

れているが，ここ，および以下では，こ．れは肉食動物と同義語として使用する。
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物は生物圏内にうすく分布している無機物質と有機物質とを濃縮する過程に大きく働きかけている。そ

れらの動物が死亡したあとよく水成岩が形成される。このような水成岩形成の例としてはチョーク，石灰

岩およびその他の炭酸塩岩類の形成がある。これらの沈澱岩は空として地質時代の水生動物類の貫殻の

残渣から構成されている。水成岩形成への動物の関与のその他の形式としては，岩石圏上層を形成して

いる素材物質の崩壊と風化の爾過程への若干の動物の関与がある。それらの活動を通して，個々の動物

は土壌に対して大きく作用している。たとえば，Darwinはミミズが生棲地の土壌構造に薯しい影響を及

ぼすことを発見している。この影響は植物生産にとっても疑いなく重要である。したがって，この影響

は各地域に棲んでいるすべての生物に対して直接・間接の形で及んでいる。

　生態系のなかでは，動物は栄養関係を通じてまたその他の方法によって，このシステム内で生きてい

る種々な生物に働きかけながら，極めて重要な位置を占めている。このような働きかけは，2面的な特

徴をそなえている。たとえば，餌とする植物を絶滅させる：草食動物の増加は，利用する餌の資源すなわ

ちある植物の量によって制限されている。似たような相互関係は，被捕食動物の数と捕食動物の数との

間にも存在している。

　生態系にいるその他の生物とある動物とのすべての関係を単純な栄養的相互関係で汲みつくすのはで

きない。二二や種実を体につけて運搬する動物と植物の問の相互関係は，より複雑な特徴をもっている。

昆虫類と虫媒植物との間の相互関係は特に有名である。同一の生態系内にいる動物と植物の間には，多

くのその他の共生的関係例が存在している。

　生物圏全体の変化にむすびついている動物の進化と植物の進イヒの間の関係は第8章で説明する予定で

ある。

　考える生き二一生物界のなかでの入類の出現は，生物圏の進化にとって例外的といえる程の重要な意

義をもっていた。人類は生物圏の変化にとって重要な要因として作用した。生物圏の発達にとっての入

問活動の意義に関する問題は第9章と10章で研究する。

5．2　動物および人の温度状態
　すべての動物の生棲帯は温度条件のある一定範囲内に限られている。そして，多くの動物（狭温性

の）では，この温度帯は募常に狭く，数度以下である。それゆえ，両度条件は動物の地理的分布を決定

している：重要な因子である。

　動物は周辺環境の温度の作用を直接に受けているのではなく，その体表颪の調度が動物に影響してい

ることを強調しておく必要がある。この体表面温度は，外心性動物すなわち新陳代謝のレベルが低いた

めに周辺環境から主として熱を獲得している動物では，周辺環境の温度にかなり近い。内温性動物では，

内部で多くの熱が発生するので体温は割合いに高く維持されている。そして，ほとんどの場合内部器官

の温度も高い。

　動物の温度状態の不変姓を表現するために上に説明した用語とならんで，その体計が広い範囲に変化

する変温動物と，その体温をほぼ一定レベルに保っている恒温動物とに動物を分けることもよく利用さ

れる。このような二つの動物群に，血温性動物という中間グループを加えることもしばしばある。この

山山性動物は，割合いに狭いスケールでだけ自分の体温を調舗することが，または限られた時間域内に

おいてだけ体温を調錦できる。

　変二二吻の体温は，物質変換過程（新陳代謝）の影響のために，外部環境の温度と完全に一致しては

いない。物質変換過程では常に熱が放出される。しかしながら，一般に，これらの動物の熱発恵雨は余

り大きくなく，体温と周辺気温との差は小さい。動物が活発に活動しているときには，上にあげた原則

は当てはまらなくなる。例えば，多くの昆虫の体温は飛行時には急激に高くなる。

　変温動物の体温の変化を助長するその他の要因も存在している。たとえば，動物体表面からの蒸発に

よる熱損失があると，また周辺空間への長波放射による熱損失があると体温は低下する。太陽放射の吸
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収は体濫を上昇させる。大きな変温動物（たとえば，いくつかの爬虫類）では，体温の変動は動物の縁

の熱イナーシャのために，外部環境の温度変化より著しく遅れる。

　恒温動物としては，二つの高級な動物群一鳥類と哺乳類とがある。これらの動物は，進化のなかで，

外部条件とは関係なく一定体温を維持するための効果的なメカニズムを作り上げた。このメカニズムは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
脳髄部分の一つ一視床下部めなかにある体温調節中枢の作用に基づいている。外部要因が変化すると，

この中枢の温度状態は，体温調節のための物理的・化学的システムにそれに応じた変化をひき起こす。

このために，動物は体温を一定に維持することができるようになる。体温調帯の主な方法は，新陳代謝

活動の広範な変化である。たとえば，外部温度が低下すると新陳代謝は急激に盛んになる。このような

主な体温調節の他に，体表面からの蒸発体毛の状態およびその他の因子の変化も，多くの動物で体温

調節に役立っている。恒温動物の体温はそれぞれの闘で違っている。鳥類の体温は並通40～42℃で，哺

乳動物のそれは多くの場合36～39℃の域内にある。恒温動物の体渥の不変性は相対的であって，この温

度はしばしば筋肉負荷の変化や栄養状態およびその他の要因との関係で1日のなかでも若干変化する。

外部環境条件が恒温動物にとって異常な場合には，その体温が著しく変動することがある。

　恒温動物ならびに変温動物の生命響動は，体温のある一定範囲内においてだけ可能である。この生命

活動の可能な渥度範醗は，いわゆる致死温度によって限定されている。これらの致死温度は，悶一の動

物でも動物の気候順化度との関係，すなわちそれ以前の高温または低温での生活との関係で大幅に変イヒ

する。

　変温動物の致死温度は非常に違っている。ある動物は体温が比較的にわずか変化しても死ぬし，ある

動物はなんの被害を受けることなしに10℃位の三度変化に耐える。

　恒温動物の最高致死温度と最低致死温度との差は，ほとんどの場合15～25℃の範囲にある。普通の体温

が約37℃の人間では，最低致死温度は24～25℃，最高致死温度は43～44℃である。

　変温動物および恒温動物の生物学的機能は，その体温が変動すると大幅に変化する。その活動が一定

の温度範囲，多くの場含狭い温度範囲に限られている変温動物では，それらの動物の生命は温度によっ

て非常に変化する。それゆえ，変温動物の行動は最適体温を維持できるかどうかできまる。たとえば，

体温が不足する場合には多くの野虫，爬虫類およびその他の変温動物は太陽光のあたる場所に移動する。

そして，その体が太陽光によって最も暖まるような位置をとる。太陽光によって地表面が過度に高温に

なる場合には，これらの動物類はそこから逃げ出す。そして，地表面より温度の低い穴の中や，樹⊥に

移動する。変温動物の繁殖過程は，その期間の変温動物の生態によって大きく影響されるので，温度条

件は変温動物の繁殖過程に対して大きな影響を与えることを特記しておこう。

　恒温動物の生態は温度状態に余り影響されないけれども，不適当な条件下では，これらの動物もその

体濫を最適値に近似させるために地形的な微気候特性を利用する。その体の熱イナーシャの非常に小さ

い小型の動物は，上のような回避運動することが特に必要である。体の熱イナーシャが小さいので，外

部環境濫度が低いと，これらの小型動物は容易に冷える。これは，新陳代謝による熱生産を表わす体の

重さと熱損失の行われる体表面積との比が大きくなるためである（Max　Rub簸erの法則）。

　動物の生命活動へ温度因子は強い影響を与えるので，外部環境の温度条件は動物の地理的分布および

生態にとって大きな役割を果たしている。

　植物の温度状態と同様に，動物の温度状態はそのエネルギー収支に密接に関係している。動物および

人の温度状態の主要な物理法則は同様なので，われわれはまず最初に人体の温度状態に関する問題から

研究することにしよう。

　実験的研究（Buttner，1951；Burton　and　Edholm，1955）から，人体の平均表面温度は，エネルギー

収支項との関係でかなり広い範囲（約20℃）に変化することがわかった。体表面温度は内部の器宮温度

（または体全体の温度）と一般に非常に違っている。内部器窟温度は，体表面温度にくらべるとはるか

に安定している。体表面温度の変化に応じて人間の温度感覚もそれぞれ違ってくる。温度感覚は高熱，
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冷寒または適温帯とよばれる中間帯にわけられる。温度感覚が最も好適な状態は，体表面平均温度が33

℃に近い条件で見られる。体表面温度が29℃以下では寒いと感じ，34～35℃以上では熱いと感ずる。

　人体の体感温度に関する研究は数多くあるけれども，現在までの方法では気象条件，生理学的因子な

らびに衣服の種類をすべて組合せた総合影響下で，ある地域の体感温度がどのようになるかについては

返答できない。

　この閥題を解くために，入体のエネルギー収支を計算する方法を慨究した（Budyko，1958；Budyko

aロdTsitsenko，1960ら）。

　人体の温度が時間で余り変化しないような定常状態では，入体のエネルギー収支式は次のようになる。

　　　R十M＝LE十P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．1）

ここでRは体表面の純放射，L弼は蒸発放熱（潜熱伝達），Pは体表での顕熱伝達，　Mはある期間に消

費される平均食物量とその発熱：量によって決まる熱生産量。（5，1）式には，主な収支項に比らべて小

さい項は含まれていない。上式に含まれていない項のなかで，呼吸放熱は謡い気温では大きな値になり

得るので，考慮する必要が生ずる。

　熱収支への衣服の断熱効果を考慮するには，衣服を着た人体表颪と衣服表面との熱収支式を作らなけ

ればならない。衣服をきた入体表面の方程式は次のように表わされる

　　　M嵩LE！十P！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．2）

上式で，蒸発Eノと三熱流束Pノとは次の等式で表わされる。

　　　Eノ篇ρD／qs－qx）a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．3）

　　　P’置ρCpD1（Ts－Tx）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．4）

ここでDノは衣服の断熱特性を表わす係数，qsは体表温度での空気の飽和比湿，　Txとqxは衣服の外

表面での平均気温と平均比湿，Tsは体表面の平均温度，　aは体表面からの蒸発速農と同「条件で

の湿面蒸発速度との比に等しい係数。

　衣服外面のエネルギー方程式は次のように表わされる。

　　　R。＋ρCpDノ（T，岬x）罵（ρCpD＋4δσT3）（TズT）　　　　　　（5・5）

この式で，Roは，その温度が馬辺気温にひとしいという仮定で計算した衣服表諭の純放射を表わして

いる。体から衣服外表強へ流れている熱流束ρCpD’（Ts－Tx）をRoに加える。上式の冶辺は衣服再

演からの熱損失を表わしていて，乱流熱流露ρCpD（Tx一τ）と放射流台4δσT3（Tx－T）との和に

なる。ここでDは乱流拡散の速度係数を表わしている。衣脹表面上では水蒸気は形成されないので，

（5，5）式には蒸発は含まれていないQ

　方程式（5．2）～（5．5）へ，衣服表面を通して流れる水蒸気流東は量的には変化しないという事実

を表わす式を補足しなければならない。この法則性を次のような形に表わそう。

　　　ρDノ（qs－qx）a篇ρD（（1x－q＞a

ここで儀は周辺空気の比湿。方程式（52）～（5．6）から次の関係が求まる。

馬＋M・＋禦毒糾…（・，一・）・［1＋。cl笥穿。，）／

　　　　　＋（ρCpD＋4δσT3）（τ、一丁）

（5．6）

（5．7）
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　方程式（5．7）を利用すると，気象パラメータRo，T，q，D，生理学的パラメーターM，aおよび衣

服持性を示すパラメータDノとの関連で，体表面の平均温度Tsを計算できる。この場合，マグナスの式

で表わされるqsとTsとの関係を用いる必要がある。係数Dは風速の増加に伴って大きくなる。

　このような計算をすると，違った気候条件下で衣服をまとった人間の体感を評価し，体感への各園子

の相対的影響を決定できる。

　裸の人間または断熱効果の低いうすい衣服をまとった入間の温度状態の計算に（5．7）式を利用する

場合には，この式はより簡単になる。このような条件は1／D’置0ということで，衣服の熱伝導率が無

限大の場合に対応している。この場合には次式が求まる。

　　　Ro十珂篇1．ρD（qs－q）a十（ρCpD十4δσT3）（Ts－T）　　　　　　　　　　　　　（5．8）

　B疵tner（1938）は上と同様な式を導いている。かれはその式を入間の温感への個々の要因の影響を評

価するために利用した。

　種々な自然条件下での入体の温度状態の計算に（5．7）式および（5．8）式を利用するには，純放射

量Roの値を決定しなければならない。地表面の放射状態に関しては多量のデータがあるので，この問

題は次のような方法を用いると近似的に解くことができる。

　鉛直に立った人体は割合いに細い鉛直円筒の形に近いと考えよう。単純な幾何学的考察から，鉛直円

筒の側面の単位表面上に入射する直達，日射は（Scoもanh。）／πになることがわかる（Sは単位水平

面上の直達放射，h。は太陽高度）。天空から円筒の単位側面上に入射する散乱放射量は，単位水平面土

に入射する散乱放射量Qノの大体1／2である。この量に地表面から反射された放射のうち円筒側薗に入

射する部分をっけ加える。この補足量は次式で近似される。

　　　壱（s÷Q’）・

（αは地表面のアルベド）。

　円筒の単位表面上の有効放射は，水平面上の有効放射1。の半分である。この他に，この有効放射に円

筒表薩と空気との温度差ならびに円筒表面と地表面の温度差の有効放射への影響を示す2項を加える。

これらの2項のうちの第1項は次式で

　　　δ・（TsL艇）

そして第2項は次式で与えられる。

　　　岩δ・（τs4－Tw’4）

ここでTwは地表薦温度。それらの和は近似的に次のようになる。

　　　4δσT3（Ts－T）一2δσT3（Tw－T）

上式の第1項はエネルギー収支方程式内にすでに含まれている。

　このことを考慮すると次式が求まる

・。一
kscoも讐h・＋壱Q・＋春（・＋Q・）・〕（1一偽）一壱L

　　　　　　　　　　　　十2δσT3（Tw－T）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．9）

ここでαoは入体表面の反射能（アルベド）。

　（5．9）式を導くにあたって，円筒表面へ入射する散乱日射鈴虫と長波放射流束とは等方的であると

いう仮定が単純化のために用いられている。
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（5．9）式のS，Q’および王。の値を決定するには，観測データまたは計算法が利用できる。

（5．7）式と（5．8）式にRoの値を代入すると，次の関係が求まる。

［Scot禦h・＋者Q・＋壱（・＋Q・）・｝（岡一夢＋…T・（。ザ，）

十M罵LρD（qs－q）a十（ρCpD÷4δσ？3）（ヤs－T）

〔…禦h・＋圭Q・＋壱（・＋Q・司（1一・。）穿＋・δ…（，w一・）＋

（5．10）

M［1＋’Cp9謡σT3／一・・D（・，一・）・〔1＋。Cl鵠，）〕＋

（ρCpD＋4δσT3）（T、一？） （5．11）

　（5．10）式と（5．11）式から温度を計算するには，そのなかにある生理学的パラメータ：熱発生量M

と蒸発条件指標aを決定しなければならない。

　多くの研究データによると，平静で適温条件下での入間の熱生産量はある程度で一定で，大体50W／

m2になる。

　Wi　nslow，Herr圭ngt　onとG3gge（1937　a）の研究報告のデータを用いると，体表面の平均温度と熱生

産量との関係を明らかにできる。

　彼らの実験データから作成した入体表面の平均温度Tsと発熱量Mとの関係が図5．1に示されている。

この図から分かるように，労働をしていない入間の熱生産量は，好適帯域内では体表面温度で余り変化し

ない。平均熱生産量は大体55W／m2で，上に引矯した値に近い。
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　　　　　　　　　　　　o
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体表覆i温度（「rs），℃
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図5．窪　体表面温度と熱生産量との関係

　Wi撮ow，Herrin郎onとGagge（1937　b）のもう一つの研究資料を利用すると，体表面からの蒸発条

件を決定できる。彼らの実験データから図5，2を作成した。この図上には体表面温度と係数aとの関係

が示されている。熱生産量と違って，パラメータaは体表面温度の比較的に狭い範囲内でも非常に著し

く変化する。このような違いは，人体の潟度状態の重要なレギ侃レーターである発汗システムの活動度

の違いに対応している。35℃以上の体温では，Tsとaとの関係は一定ではなくなる。これは暑熱条件

下では入体の温度状態を一定に保つ機構が乱れてくるためである。
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図5．2　体表面温度と蒸発条件との関係

　図5．1と図5．2の比較から分かるように，29～35℃の体表面温度域では，人体表面からの蒸発速度の変

化は熱生産量よりもより：重要な人体の体温調節因子である。

　（5．10）式と（5．11）式を解く場合，体表面温度：と係数aとの関係を考慮しなければならない。この

ためには図5．1から作成した表5，1を利用すればよい。

表5．1　体表面温度丁6と係数aとの関係

Ts　℃ 29 30 31 32 33 34 35

a 0．10 0．11 0．11 0．12 0．13 0．18 0．31

　（5．10）式と（5．11）式とを用いると，入体の温度状態を表わしている人体の平均表面温度を計算で

きる。多くの報告で，このような計算結果が体表面温度の直接測定データと比較された（Efimova　and

Tsitsenko，1963；Kandrorら1966他）。

　ソ連の種々な気候帯で行った実験的研究から，気温が正の場合には平均体表面温度の測定値と計算値

とはよく一致することが分かった。負の気温条件下では，測定値と計算値との相関は低下する。多分，こ

れは負の気温条件下では入体が定常状態になり難いことに関係しているものと思われる。

　しかしながら，この最後の結論は，気候の厳しさを特徴づける一般的指標として，低い気温での人体

温度の計算値が利用できないどいうことを意味してはいない。
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　（5．10）式と（5．11）式とは，具体的な気候条件での人体の温度：状態の計算に利用できる。一例とし

て，7月の13時の平均気候条件を用いてソ連領ヨーロッパ地区での計算結果（3udyko，τs　i　t　sehko，

1960）を引用しよう。この計算で使用した係数D’の値は，衣嚴との関係で一般に大纒に変化する。

　（5，11）式を利用すると，普通の室内条件または中緯度の大陸性気候下での夏の日の平均条件で，温

度的に好適な条件を満たす衣服にどのようなDノの値が対応しているかを計算できる。このような計算か

ら，対応するDノの値は10分の数。田／sの大きさになることがわかる。入体の温度状態の研究では，D’の

値1ま0．4cm／sとした。

　係数aの値を決定するため，さきに説明した表を利用した。熱発生量Mの値は55W／m2とした。

　計算結果を用いて，暖候期の各月において衣服を着用した入および着用しない入の人体表面の13時の

平均温度の分布屡を作成した。

　図5．3に，5月と7月における人体表面の平均温度の分布図が示されている。園上には，29℃と34，5

℃の人体表面温度の等値線が示されている。

　上に述べたように，29℃以下の温度では熱量不足を感じ，3護．5℃以上の渥度では熱量過剰を感ずる。
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図5．5　7月と5月における人体の混度状態

　薄い衣服をまとった入体のデータは実線で，一方衣服をまとっていない入体のデータは点線で示され

ている。

　図5．3aから分かるように，7月には薄い衣服をまとった人にとっての好適な温度状態の地帯は，ソ連

領ヨーロッパ地域の大部分に広がっている。極北地域では熱量不足条件が，また北コーカサスと低ボル

ガ地域には著しく熱い条件がみられる。衣服の断熱効果のない場合には，温度感覚状態が変化する。北

緯60度以北には熱量不足地域が広がり，この地域では熱量過菊地区は見られなくなる。

　5月には二千違った分布になる（図5．3b）。この月には，熱量過剰条件はどこでも観測されない。

薄い衣服をまとった入にとっての鋸適温度条件は，ヨーロッパソ三二の中央部および南部の地域でみら

れる。一方，衣服をまとっていない人にとっての好適条件は上東辺地域でだけでみられる。

　それぞれの気候条件下での各種の衣服の温度効果の決定，同様に太陽浴や空気浴などのできる地域の

評価のためにも，上のような計算は利用できる。　　　　　　　　　　　　　　　　．
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　（5．10）式および（5．11）式を用いて計算すると，実際の気候条件下で入体の温度状態への様々な要

因の影響を比較評価できる。このような方法を用いると，夏の日中時における人体にとっての主な熱源

は自らの熱発生ではなくて全天日射であることを明らかにできる。ソ連領ヨーロソバの平均条件下では，

体内での熱発生は全熱負荷の25～30％に，全天日射が70～75％になる。

　熱放散各項の相対値は外部条件に応じて大幅に変化する。気温が高い場合には，蒸発熱損失が熱放散

の主要成分である。これは普通，引分沁システムの活動度に関係している。ソ連領ヨーロッパの南東辺

地では，蒸発熱損失が全熱放散の75～80％に達する。温度が低い場合には，蒸発熱損失の相対的役割は

急減し，20～25％またはそれ以下になる。この条件下では熱放散の主要成分は乱流熱伝達で50～60％に

なる。長波放射の形での熱伝達は，すべての場合において非常に小さく，吹回放散の5～20％の域内で

変化する。

　（5。10）式と（5．11）式とを用いて，入体の温度状態に対する各気象因子の影響を評価すると，上で

述べたようなソ夢野ヨーロッパの夏の気候条件では，気温，太陽放射および風速の変イヒが最も重要な役

割を果たしており，空中湿度の変動は人体の温度状態に余り大きく影響しないことがわかる。新陳代謝

レベルは人間の温度状態に対して著しく影響する。現在までに発表されている表（Oke，1978他）を用

いて入の活動が種々違った時の新陳代謝熱の発生に関するデータを求め，これと（5．10）式および（5．

11）式を用いると，新陳代謝レベルの影響を考慮できる。

　上のような人体の温度特徴の計算法が，多くの生気候学研究のなかで利用された。それらの研究のな

かで，Liopoの仕事（Liopo，1966，1968他）は特筆するに価する。これらの仕事で，気象条件および

生理学的要因から入体の温度状態の特徴を計算する計算図が作成された。

　Liopo，Tsitsenko（1963他），Aizenshtat（1965他）およびその他の研究者達は，ソ連各地域での

人体の平均温度状態ならびにそれの時間的変化を表わしているデータを得ている。

　以上説明した計算法は若干変形すると，変温動物や恒温動物の温度状態の研究にも適用できる。この

ような研究を進めるにあたっては，まず第1に，その形態を考えてそれぞれの動物の体の放射状態を計

算しなければならない。人間の場合と同様に，近似計算では，動物の形は簡単な幾何学的モデルの形で

表わすことができる。吸収放射の決定に必要な動物の体表面のアルベドの値は実験的に決定する。

　次に，動物の体表面からの蒸発条件を考慮しなければならない。多くの動物において（例えば爬虫類）

体表面からの蒸発はわずかである。それゆえ，上にあげた式内の係数aは0とおける。動物の体からの

蒸発熱損失が他の熱収支項に匹敵するような場合には，係数aの値は実験データから決定しなければな

らない。

　もしも研究対象の動物が毛皮をもっているならば，温度状態への毛皮の影響を，人闘の温度状態への

衣服の影響の考慮と同じような方法で評価しなければならない。このために，実験データから毛皮の熱

伝導性を特徴づけている係数1／D’を評価する。毛皮がない場合には1／D1の値は0になる。

　変温動物の自己熱発生野は0に近いと考えられるが，恒温動物ではこの値は実験データを用いて動物

の活動レベルの関数として決定する。

　上の考察から分かるように，動物のエネルギー収支の計算ならびに温度状態の評価は，人間についての同

様な計算より原則的には複雑ではない。しかしながら，計算に必要な実験データが無いので，この種の

計算は多くの場合大変むずかしくなってしまう。

　変温動物の温度状態の計算資料（Budyko，1959）から，もしもそれが太陽放射によって照射され，と

くに体表面から蒸発がわずかな場合には，その体温は気温よりも10～20℃またはそれ以上も高くなるこ

とが知られている。夜に開けた所にいる変温動物の温度は気温より低くなる。そして，温度差は5～7

℃に達する。

　体温調舗機能をもつ恒温動物の体表薗温度はほとんど変化しない。それでも，これらの動物の温度状

態への気象条件の影響は非常に著しい。上で説明した入体の温度状態に関するデータを利用すると，恒
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温動物の温度状態への気象要索の影響の定量的法則をかなり明らかにできる。

　恒温動物の温度状態に関する多くの研究のなかで，Yaroshevsky（1968）の仕事は注陰に価する。鳥

の熱収支を研究しながら，Yaroshevskyは鳥の体表面からの蒸発熱損失が体温の上昇に伴って著しく増

大することを明らかにした。呼吸による熱放散は，鳥の熱交換において大きな役割を集たしている。そ

して，鳥が若い時には呼吸熱損失は全熱損失量の半分以上にもなりうる。その羽毛状態一羽毛の長さ，

その密度ならびにその汚れの程度は，鳥の温度状態に対して大きな影響を語える。

　鳥は体の姿勢を変化させることで自らの温度状態を大きく調節できる。すなわち，気温が低い場合に

は，鳥は密なグループを作ったり，または地上にうずくまったりして体からの熱損失を少くする。Yar一

◎shevskyは渥度状態は鳥の生命活動に対して大きな影響を辱えており，多くの場合鳥類の生産力は濃

度状態によって大きく左右されると述べている。

　鳥についてのYar　oshevskyの結論は，その温度状態の法則姓がほとんど研究されていないその他の哺

乳類についても多くの点であてはまると考えることができる。

　現生の動物の温度状態の研究の他に，以上研究してきた方法は地質時代に生存していた動物の温度：状

態の計算にも利用できる。このような計算例が第8章に示されている。

5．5　生態系

動物のエネルギー状態

　自己栄養植物によって作り出される有機物は，他栄養生物によってほとんど完全に消費される。しば

しば，これらの他栄養生物は生きている有機物を食べる。また，主として微生物からなるその他の他栄

養生物は，自己栄養植物の枯死部を摂敬している。有機物の全生産量の比較的にわずかな部分が生きて

いる生物を通さずに無機物に変換される。森林および葦原の火事が上記のような過程の一例である。山

火事や野火では，有機物が二酸化炭素，水蒸気および若干の無機化合物に変換する。全バイオマス生産

量のなかの痛くわずかな部分が石炭，石油および他の有機物の形で，岩石圏上層ならびに水体の底に埋

蔵されている。

　したがって，自己栄養植物のほとんどすべての漏しい生産物は，いろいろな食：物連鎖のなかにとり込

まれている。

　すでに第1章で指摘したように，食物連鎖のなかでの一つの生物から他の生物へのエネルギーの伝達

は，常に多量のエネルギーの損失を伴っている。ある生物が摂厳した有機物量とその生物のバイオマス

量との比は，生態学的有効係数とよばれている。一般に，この係数は10～20％以下である。生態学的有

効係数が小さいことは，食物連鎖の後の方に位置している生物量が急激に少くなることを意味している。

食物連鎖のある環（いいかえると，ある栄養レベル）にある生物量は，その大きさに関係している。

　生物の単位質量あたりの交換過程（薪陳代謝）の強度は，生物の大きさが小さくなればなるほど一般

に大きくなる。このような法則性の原因の一つは，交換過程が生物の体表面を通してのガス交換速度に

密接に関係していることにある。生物の単位バイオマス当りの体表面積は，生物の大きさが小さくなる

ほど大きくなる。それゆえ，微生物の単位質量あたりの新陳代謝強度は，大きな生物のそれよりはるか

に大きい。新陳代謝強度は生物の組織内の生理学的過程の特徴にも関係している。たとえば，樹木の木

質部の新陳代謝強度は，樹木の葉や細い根のそれにより一般に小さい。哺乳類の新錬代謝は同じ体：重の

爬虫類の薪陳代謝の大体10倍である。この違いは囎乳類の生命活動に要するエネルギーが爬虫類より非

常に多いことを反映している。

　食事で摂取するエネルギー量と新陳代謝との比は，多くの場合各生物のバイオマス量を決定している。

　地球全体の全バイオマス量を評価するのは大変むずかしい。Klovda（1969）の計算によると，大陸上

のバイオマス総量は乾物量で3×10…2もに近い。彼のデータによると，この量の95％以上は植物で，動

物バイオマスは5％弱である。

一115一



　Bazirevich，Rodin及びRozov（1971）は地球一上の生物のバイオマス量のより正確な評価を行ってい

る。彼らは，大陸上の緑地植物のバイオマス量を2．4×1012t，動物と微生物のバイオマス量を0．02×

1012もと評価している。》DobrodeevとSuetova（1976）は，海洋内の動物のバイオマス量は大体7×109

tと考えている。

　これらのデータから，グローバルなバイオマス量は大陸上の緑色植物のバイオマス量によって完全に

決まっていることがわかる。海洋内の生物は大陸上のそれより非常に古いけれども，海洋内に住んでい

る生物の全バイオマス量が大回上の全バイオマス量の百分の1にすぎないことは注目に価する。

　陸上の植生の年間生産力は王40×109tになることを考慮すると，大回上での有機物質の回転時間は約

20年になる。この値は，植物バイオマス量のほとんどを占めている森林に主として基づいている。陸上

のその他の自然植生凹凹での有機物質の圃転時間は非常に小さい。海洋内での有機物質の回転時間は，

更に短い。植物プランクトンの回転時間は大体数日である。

　生物の全バイオマス量のなかで森林のバイオマスが卓越的な位置を占めているのは，自己栄養生物で

ある森林は食物連鎖の第1環であり，しかも非常な大きさになることに関係している。林木の木質部は

特殊な性質をもっているので，単位バイオマス当りの新錬代謝は非常に小さくなり，このため大きな体

を維持できる。海洋内の植物プランクトンは全体としてかなり大きい生産力をもっているけれども，個

々のプランクトンの体は非常に小さい。それゆえ単位質量当りの新陳代謝はかなり大きくなる。このた

め，プランクトンの全バイオマス量は森林のバイオマス量にくらべて非常にすくない。

　動物の全バイオマス量は1010～10ユItであると仮定しよう。動物は植物の年間生産力の約10％を摂食

するとすると，動物の有機物質の循環の平均的な回転時問は大体1年から数年になる。

　動物の1世代の実際の寿命の長さは，非常に広い範囲に変化している。

　ここに説明した勤物の有機物質の回転時間の長さの評価値は，全バイオマス量の主な部分を構成して

いるグループの値である。残念なことに，動物のいろいろなグループ聞にバイオマス量がどのように分

布しているかという問題はまだ来解決である。

　動物バイオマスのなかで最も大きな成員は無脊椎動物で，そのなかで陸上で最も大きな割合を占めて

いるのは地中に住んでいる生物である。単位面積当りにすると，大型動物の動物バイオマス量は比較的

に小さい。すなわち，Hux　l　ey（1962）の報告によると，アフリカのサバンナ地帯における大型野生動物

のバイオマスは15～25t／km2に，中緯度の森林帯では1も／km2，ツンドラ地帯では0．8t／km2，そ

して半砂漠地帯では0．35t／km2になる。

　動物および植物の任意のどのグループよりも入山の生物学的バイオマス：量は非常に正確に評価し，そ

れらが栄養段階で消費するエネルギー量も非常に正確に計算できる。

　　　　　　　　　　　み　現在の人目（46億以上）では，人類のバイオマス量は約0．2×109tになる。1人が1日間に消費する

平均消費エネルギーを考慮すると，三三の全エネルギー消費量は容易に計算できる。この量は現在の農

業生産力に大体対応している。しかしながら，地球上のすべての緯度帯で，住民の生活に必要な農作物

生産量が満たされているわけではない。

　食物連鎖のなかで入類は最終リングの一つで，自巴栄養植物の一次生産物ならびに多くの草食動物と

肉食動物のバイオマスを食べている。したがって，食物摂取のエネルギーピラミッド内で人類はその最

上階に位置している。それゆえ人類の生存は自己栄養植物の生産力を表わしているピラミソド低辺の大

きさに著しく支配されている。上に説明した資料から，人間の消費する有機物は世界の生物の一次生産

量の旧くわずかにすぎないことが容易にわかる。近い将来における入口の急激な増加を考えると，人類

の消費する有機物の割合は当然急増するものと思われる。

　急増する人口に十分な量の食糧を確保するために必要な農業の発達との関係で，我が惑星一地球上の

＊訳注：世界入口は1987年半ばに50億に達した。今世紀末には60億に達すると予想されている。
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生物学的サイクル内のエネルギー交換に関係している食物ピラミッドの大きさと形は常に変化している。

　生物の一次生産：量のかなりの部分を消費すると共に，人類は莫大な量の工業エネルギー一も消費してい

る。この工業エネルギーは，我が惑星一地球にとっては新しい熱源である。炭素系燃料を燃やすと多量

の二酸化炭素ガスが形成されるので，山鼠の活動は規在までもすでに大気の化学継成を変化させてきた。

そして，この変化は急速に大きくなっている。このような二酸化炭素濃度の上昇は地球上の気候に大き

な変化をもたらし，生物園の全要素に深刻な影響を与えると予想されている。この問題は第9章と第10

章で説明する予定である。

生態系の特徴

　グローバル生態系一生物圏一は，それ自身のなかに生物の惑星的エネルギーシステムを含んでいる。

このシステムのエネルギー源は，基本的には自己栄養植物の光合成活動である。植物のバイオマスは他

栄養生物によって利用される。自己栄養植物の同化したエネルギーを吸収する多くの生物は，食物連鎖

に沿ってエネルギーを伝達しながら，他の生物の栄養対象になる。グローバルなエネルギーシステムの

1部である単位エネルギーシステム内の動物と植物の各個体群は，上と同様な食物連鎖によってむすび

ついている。各単位エネルギーシステムは，そのなかの生物間の相互関係および生物と無機環境との間

の根互関係の複合体になっている。いま対象として単位エネルギーシステムは，それ自葺単位生態系そ

のものである。

　生物に対する周辺環境の大規模な変化の影響を研究するには，これらの生物のいる生態系の安定性に

関する問題を研究しなければならない。生態系ならびに個々の生物種は長期間にわたる進化過程を経て

きたと考えなければならない。進化過程のなかで，安定性の低い系は消失した。そして，外部要因の変

動に対して安定度の十分高かった生態系だけが維持されてきた。

　現在多くの研究のなかで，生態系の安定性という表現が頻繁に利用されている。そして，生態系の安

定性の概念は，研究者によって違っている（参照，Svire3hev，Logofet，1978）。さきに提案したア

プローチ（Budγko，1974）に従いながら，数値モデルによる解析法を用いて，生態系の安定性の問題を

研究しよう。この目的のために，次のような4生物群からなる極めて単純なモデル生態系を研究しよう

　a一自己栄養植物

　b一草食動物

　c一捕食動物

　d一上記3種目生物のバイオマスを摂取する答生動・植物

　このシステムのために，生体物質の収支方程式を作成することができる。この生体物質収支式は，実

際的にはエネルギー収支式と一致する。

　いま，単位面積上のある生物群のバイオマス量をBで，それらの生産力（すなわち，単位丸心あたり

のバイオマスの純増雨量）をPで，そして寄生動・植物によるバイオマスの消費をDで表わそう。

　すると，バイオマス収支式はそれぞれ次のようになる。

dBa
一「正＝Pa…bbBb－Da

dBb
　dt　篇Pb一bc　Bc－Db

dBc
一越「＝Pc…Dc

自己栄養植物

草食動物

寄生動・植物

（5．12）

（5．13）

（5．14）

ここでbbとbcは箪食動物および寄生動・植物による生物バイオマスの消費を特徴づけている係数で，

それぞれの動物群の単位質量あたりの生物バイオマス消費量を示す。（5．12）～（5．14）式の左辺の微
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係数は，時間あたりのバイオマスの変化速度を示している。

　第1近似として，係数bbとbcとは一定とすると，（5．12）～（5．14）方程式は9個の変数を含んで

いる。したがって，これらの方程式を解くには，六つの補足関係が必要である。種々な生態系について

の経験データを用いると，そのような補足関係を作ることができる。

　システムの各リングについては，次のような形の単純な関係が利用できる：

　　　P・＝P・（B。，Bb）　　　　　　　　　　　　　　　　（5．15）
　　　Pb業Pb（Bb，Ba，Bc）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．16）

　　　Pc薫Pc（Bc，Bb）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．17）

　　　Da瓢Da（Ba）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．18）

　　　Db罵恥（夢b）　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．19）
　　　Dc・＝Dc（Bc）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5．20）

これらの関係の特徴は，多くの実験的研究のなかで明らかにされている。

　慮己栄養植物群落の生産力Paは，そのバイオマスBaが増加する場合，最初はゆるやかに増加し（葉

面積がまだ小さいため），続いて急速に，そしてバイオマスが十分高い密度になった時には，下層葉が

著しく日陰になって光合成が減少するために再びゆるやかに増加するようになる。したがって，ある期

聞内でのバイオマスと生産力との関係Pa（Ba）はS字状典線になる。呼吸損失が光合成によって完全に

相殺されないような非常に大きいバイオマス条件下では，Paは減少し始める。関係Pa（Ba）は葦食動

物の活動にも関係している。バイオマス増加の一部が動物によって摂食される場合，植物の生長が再び

盛んになり，植生の生産力が時たま大きくなることがある。

　草食動物の生産力Pbは一般にそのバイオマスBbに関係している。単位滞積当りの葦食動物の数が非

常に小さい場含，ならびに非常に大きい場舎には，バイオマスへの生産力の比は，主として出生率が低

いために小さくなる。大方，生産力Pbは植物バイオマス量Baに関係しており，恥が大きい場含には

大きくなる。寄生動物のバイオマスBcは，あるBbの値の下では，生産力戸bに対して上と同様な影響

を与える。寄生動物は大きくて老いた動物を主として捕食するので，出生率の増加を助ける。

　寄生動物の生産力Pcは，そのバイオマスBcが増加する場合，定性的にはPb（Bb）に似たような形で

変化する。そして，PcはバイオマスBbが増加する場合には大きくなる。

　寄生動物による植物バイオマスおよび動物バイオマスの消費は，～般に寄生動物のバイオマスに比例

する。この場合，餌となる生物の個体群密度が高いと一つの個体から他の個体への広がりが容易になる

ので，上にあげた直線比例関係がより一層強くなる。

　方程式（5，15）～（5．20）を定量的な形に表わすと，生態系のなかに含まれている生物個体群の動態

の法則性を研究できる。

　このような解析から，多くの生態系の条件にあてはまる次のような結論がえられている。

　1．生物の各群のバイオマスが時閥的に一定（定常生態系）の場含には，上にあげた方程式は一つ以

　　上の解をもっており，それらは生態系成分のバイオマスの種々な値に対応している。しかしながら，

　　これらの解のすべてが生態系の安定状態に対応しているわけではない。そのような安定状態下では，

　　生物群の一つのバイオマス値がその定常状態値：から外れても，定常状態に回帰する。

　2．そのシステムを構成する成員のバイオマスが各々の定常値から外れても，生態系はある程度の安

　　定力をもっている。この安定力の大きさは，生態系の各成員のバイオマスの変化範囲によってきま

　　っている。この変化範囲内では，生態系の定常状態への復元力が働く。この範囲以上にバイオマス

　　が変化する場合には，定常状態への復元力は働かなくなり，生態系内の一つの成員またはいくっか

　　つ成員が消滅する。

　3．上にあげた成員のすべてで構成されている生態系の安定度は，そのなかの若干の動物群を欠いて
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　　いる生態系の安定度より一般に大きい。

　生態系の各成員の栄養相互関係（同様に非エネルギー的な生態関係）は，この生態系に一定の安定度

を与えているので，栄養相互関係は統一性にいくつかの特徴を与えている（同じような観点は

早くElton（1930）などによって指摘されていた）。それゆえ，生態系は生物の進化過程に当然影響を与

える。

　生態系内の動物各群の個体数は，常に変動している。時間tにおけるある動物の単位諭積あたりの数

の変化は，次の：方程式で求まる。

書一・・緬 （5．21）

ここでαとβは出生率と死亡率である。もしもαとβとが一定であるならば，そして初期時間において

n漏Nとおくと，（5．21）式から次式が求まる。

n＝Nexp｛も（α一β）｝ （5．22）

α〉βなる条件では動物の個体数は増加し，α〉βなる条件では減少するだろう。

　個体数が減少する場合，その個体群を維持するに必要なある臨界数nlにnが達したあとは，動物個体

群の絶滅が急速に進む。動物の個体数が増加する場合には，貸の数がその地域の栄養資源で扶養できる

最大個体数n2を超えると，生態的危機が生ずる。

　このような場合には，その動物の餌となる動物群が絶滅するだろう。そして生態系の崩壊が生じ，そ

のなかの動物種の生存がおびやかされることになる。生態系の崩壊が進んでいる場合には，外部因子の

影響でこの生態系のなかの一つまたはいくつかの主要成員が絶滅する。前の生態系が崩壊したあと生き

残っている動物群は，新しい一つの，または他の生態系からの生物群と一如になって，新しい生態系を

作ることができる。

　以上のような関係を考慮すると，第1のケースならびに箆2のケースにおける動物，個体群の生存期

間の長さは，（5，22）式から次のように求まる：

い。≒1・愚…一
1

α一β ln曳
　　N

（5．23）

これらの関係は次のように変形できる。

　　　…≠1h岩一、≒磯　　　 囮
ここでg1㍉8tl，g2＝βも2で，初期時間から絶滅時間までの間に交替した動物の世代数を示す。

　自然条件下では，出生率と死亡率の変動は避けられないので，長期間についてのそれらの平均値はそ

れぞれ他と正確に一致することはない。ある動物にとって外部条件が好適になったり劣悪になったり変

動すると，出生率と死亡率とは若千違ってくるだろう。

　出生率と死亡率とかごくわずか違っていても，ある個体群は急激に絶滅することが（5．24）式から分

かる。

　普通，自然条件下では1n（N／n1）と1n（n2／N）の値：が10以下であることは注囲する必要がある。

この条件では，出生率と死亡率とがわずか1％違うと，数百世代以下の期間で個体群は絶滅してしまう。

この程度の時間期間は進化過程における動物種の平均生存期間よりはるかに短いので，自然条件下では

出生率と死亡率とはバランスしていたと思われる。それなしには，その個体群の長期生存は到底不可能

であろう。

一119一



　　したが・て・個騨の麟生存は瀞・あげたような雌報び死亡靴個鰭員数との間の相鯛
係，ならびに生態系内の生物間の相互関係によって保障されていた。

　生蘇略頗のバ材マ・を示している（・・12）一（・…）式内の額は，対応す姓物の四時

の雛戦でも表わす・とできる・とを醜してお・う。そのためには，いま研勉対象にしているそ

れぞれの生物の平均バ材マ・で・・れらの項礁せ1まよい。そうすると註蘇内の各生物のイ瞬群

の員数の定常化を助ける関係の影響を，定量的な形で考察できる。

　　この種の罪な関係は（5・15）～（5・2・）式のような形で表示できる．これらの重要な関係としては

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，食料の不足による数多くの個体群の生産力の低下，寄生生物および捕食者の活動の活発化によるこれら

の生態納の勤の死亡の蹴などがある・フ・一ドバソク法則韻数の少い個体群の動きに影秘与
える。

生態学的肝の影響のため測る勤が生存競争のなかで成功するか否かは，生態系の安定性の維持

を助けるような条件に・その動物が適応しているか否かによ。て主として決まる。

以上期し働一個灘の難の法則性に関する論謝，・の問題に関する実験齢よび騰的研究
の結果によって補足できる。

　その寿命の余り大きくない（10年以下）数多くの動物では，個体群員数が大きく季節変化することが

知られている・たとえば中繊地帯で急激に輔するネズミ類の個体数は，その初期値に比較して灘

期の終りには10倍に別方・する・とがしばしばある・多くの昆虫ではイ固働の季骸化はさらに大きい。

動物の個鱗は・季野牛のほか1ご轍的に脈動する．その他，個体群の魏詠靹にも変動して

いる。上に説明したような個体数の永年変動に関する問題は，いろいろな動物種の絶滅問題の研究にと

っては：重要な意義を持っている。

　動物の個体数の変動性に関しては多くの実験的研究が発表されているが，そのなかで有名な物として

は・S・vertsev（1941）とし・・k（1954）のモノグラフがある．　S・vertsevは，脊椎動物の各種のク・、レー

プの個徽の変イヒに関す砿艦データを収集した。そして略グループの適艇イヒ嚇徴とかれの求

めたデータとを関連づけた。哺乳類，鳥類および爬虫類の多産陛とそれらの寿命との間に反比例関係の

あることを見出し，Severtsevはこの関係を定量的に式で表わした。

Lack曙物には・主として爬蠣のデータが糊されている．この弥タカ・ら．かれは動物の齢と

死亡率に影響する生態要因について結論を導いている。

これらのモノグラフおよびその他の研究では，動物個体麹こ気謡扇読行病などがf糊して動物個

体数が急速に減少し塒，その後どうなるかという問題が磯されている。

動物の個徽の変動に関する研究では，同じ生態納にいる搬者と搬者のイ固鋤の動態の相互関

係に主たる関心が向けられている。

　今世紀の20年代においてすでに，経験データの解析から，また理論的な研究において，両者の間の相

互関係によって捕食老および被食者の個体数の周期変動の生ずることがわかった。そして，上にあげた

ような動物グループの個体数の変動は時間の経過につれて若干接近してくることがわかった。

　Gause（1934）によって始められた動物個体群の室内実験の結果は大変興味を引いた。このような実

験によって，生態的要因ならびにいろいろな生物の相互関係の影響を考えながら，一つの生物または数

種生物の個体群数の変化の定量的法則性を研究できるようになった。

　最近，個体群の動態に関して多くの詳細な理論的研究が行われている。それらの研究では，個体群の

年齢構造および遺伝的特徴も考慮されている。このような研究例としては，PoluektOv（1974）の監修

になる書物，SvirezhevとLogofet（1978）の書物などがある。

　動物の個体群の動態に関する研究は，魚の漁獲量の確実な計画化，狩猟の最適イヒおよび農業害虫防除

においても：重要な意義をもっている。
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第6章生物圏の歴史

6．1　生物圏の発生
　生物圏は地球上に生物が出現した時に生まれた。それは我が惑星の歴史のごく初めの段階であった。

非常に古い地層のなかに原始的な生物の痕跡を見出すのはむずかしいので，また現在の地殻内にはその

ような古い地層は余り多くないので，生物圏の発生時期を確定するのは困難である。最近の古生物学的

研究の進歩に伴って，より初期の生物の遺物またはそれらの生命活動の痕跡の年代は著しく増大してき

た。いままでは生物の発生は20～30億年前といわれてきたが，最近ではそれは35～38億年前になってい

る。

　より古い生物の痕跡が発見される可能性があるので，現在知られているデータは生物圏の実際の年齢

の最低値を表わしていると考えた方がよい。それと同時に，惑星としてめ地球形成の歴史を研究すると，

地球の生物圏の実際の年齢が最古の生物の出現時期に関する現在の評価を大幅に下働ることはないと考

えられる。

　他の惑星群と同様に地球は重力収縮によってガスーダスト雲から生まれたと考えられている。この重

力収縮のなかで，個々の微粒子は天体に結合し，その大きさは重力の作用による附しい粒子のその上へ

の落下によって増加した。地球の質量は，その上へのダスト微粒子とガス分子の結合だけでなく，ある

程度大きな小惑星の地球表平門への落下によっても増加した。このような小惑星自身も地球と同様なプ

ロセスで形成された。

　地球形成のなかで，多くの放射性元素（ウラン，トリウム，カリなど）の崩壊による熱放出のため地

殻深層の加熱が定常的に進行した。それと同時に，著しく多量の熱が，重力の影響下における地球の奴

縮および太陽周辺物質の地球上への落下によって門中された。地球の加熱はそれのいくつかの球脚への

分化を助長した。地球の中心部はより重い元素からなる核で，非常な高温・高圧状態にある。核の周辺は

より軽い元素からなって，同様に高温にまで加熱されているマントルによって囲まれている。マントル

内の最も軽い元素は地球表面に浮上し，地殻を形成した。

　放射性元素の長寿命同位体の含量に関するデータから，地殻の最古の岩石は34～38億年前に形成され

たと判断されている。このことに関連して，地球が生まれてから最初の10億年の問に形成された岩石は，

現在非常に少い。このような事実の原因については多くの考えが存在している。地球の歴史の最：初の段

階においては，比較的に大きい天体による地球表面の爆撃強度は安定した地殻の形成にとっては余りに

も強すぎたことが考えられる。

　このような他の天体の特製の跡は，地球に近い惑星一水星と火星の上，同様に地球の衛星一月の上で

も明瞭に見られる。地球上への天体の落下の問題はあとでより詳細に研究する予定である。そこで，こ

こでは太陽系の惑星の臣大衛星（地球の大きさとの対比では特に）の一つである月の起原だけを説明す

る。

　天文学的観測から，潮汐力の作用のため月は地球から順次遠ざかっていることが知られている。そし

て，10億二丁は月は地球に極めて近かったと考えられている。月は引力による引きつけによって地球の

衛星になったと一般に考えられているので，この仮説は，他の条件では月と地球の接近がそれらの衝突

をひき起こしたかも知れないという可能性を棄却してはいない。このような事件は広い面積にわたって

地殻の破壊をもたらしたかも知れない。天体の地球への衝突は地球形成の初期段階では十分高い頻度で

発生したものと思われる。

　最近の研究のなかで明らかにされている，生物の最初の痕跡の出現時期と地殻の古い岩石の隼代とが

大体一致するという報告は注目に価する。その年代が38億年に達する西グリーンランドの変成堆積岩の

炭素の同位体比を利用すると，これらの岩石の形成に対する自己栄養生物の影響を推定できる。微小生
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物の痕跡が，約35億年の年代をもつ西オーストラリアの地層内で発見された。繭アフリカの堆積物のな

かでも，30億年以．上も前に生存していた藍色植物の痕跡が発見されている。

　したがって，最初の生物は地殻が形成されたあと比較的に短期間（地質学的視点から）のうちに出現

したと考えるに十分な根拠が整い始めている。地殻は，形成された後生物の最初の痩跡があったと思わ

れる早い時期に破壊されたと考えられるので，地球上の生命は安定的な地殻が形成された早い時期に出

現した（または生まれ，そして一時的に消失した）ことも当然予想される。

　地球上における生命の起原の問題はまだ完全には解決されていない。この問題についての多くの仮説

は二つのグループに分けられる。その最初は宇宙から地球上に始原生物が移動してきたという考えで，

第2番目は地球上でこれらの生物が生まれたという考えである。

　主としてそれを明らかにする十分な資料がないために，最初の仮説は現在では余り注目されていない。

流星と一緒に始原生物が地球上に移動してきたという考えは，KelvinおよびHelmhortzなどの19世紀

の多くの大学者を討論にまきこんだ。2σ皆野の初期には，星の光の放射の圧力のために宇憲内には顕微

鏡的芽胞が広がっているというArreniusの仮説が広く知られていた。

　その後，唄石の研究を通じて，生物も生物起原の物質も発見されなかったので，流石仮説は論破され

たという意見が生まれた。異調内での芽胞の移動という仮定は，紫外部放射に対する微生物の高い敏感

度とは両立しないことが知られている。結局，Opar　in（1957）によって次のように明瞭に定式化された

結論がしばしば出された。＜われわれは生命の芽胞が地球外から地球上へ飛来したという考えをいまや

完全に拒否しなければならない〉。このような結論は確実な根拠を持っているものではない。研究した

隈石の数は，地球の歴史からみると短い1，000万年または1億年という期間に地球上に落下した唄石量

に比較すれば，全く不十分である。したがって，現在知られている唄石の研究結果は，もしもそれらが

宇宙内での生物の移動事実を実証するならば，その時だけ価値をもっている。このような：方法で生物の

移動のないことを証明するのは，研究に用いた隈石数がわずかなので不可能である。現在の細菌の紫外

線照射実験もあるので，宇宙内での微生物の移動は不可能という結論は，それほど根拠のあるものでは

ない。この種の実験はプラスの結果がえられた場合，すなわちそのような照射下である種の微生物の移

動の可能性が実証された時々のみ証拠として役に立つ。そのような実験は10億年間の進化の産物である

現在の桿菌でなされているので，マイナスの結果は問題の解決にはならない。この進化の歩みのなかで，

細菌類は現在の地上条件では不必要な強い紫外線照射への適応能力を失ってしまった。それは，我が惑

星上ではオゾン層によって紫外部放射が非常に弱められているためである。

　宇宙内での生命の移動の可能性に関する仮定に反対するOp撮inはさきに説明した書物のなかで次

のように述べている。＜最近，ここで検討している理論を助けるために，惑星閤旅行をなしとげた高度

な知識をもった宇宙旅行家が地球上に飛来した時，地球上での生命の芽が始まったというく仮説》が提

出されている。しかしながら，このような推測は本気の科学的仮説よりも幻想的ロマンの性格をより多

く帯びている》。Opar拠には，飛来説は彼の科学的論議の深化には全く役立たないと思われた。

　上に引用したOparinの書物が出版されたあとすぐに，宇宙船が太陽系の他の惑星へ接近できるよう

になった。骨導上へのこれらの宇宙船の着陸時に，Oparinが幻想的ロマンのなかだけで可能と考えた

事件を避けるために，他の天体上への地球微生物の移動の予防に細心の注意が払われた。宇宙飛行時代

の最初から現在まで，まだ時間は余り経過していないけれども，太陽系の任意な天体土へ微生物が移動

する技術的可能性がすでに実存している。また，同様に，非常に長期間にわたって宇宙船内で生きてい

る微生物または胞子を維持する現在達成されている技術を利用すると，太陽系の外までこれらの生物を

送りとどけることができる。

　このような可能性が存在するので，最近，地球上での生命の起原におけるく方向的胚子論〉の役割を

考える仮説が何面となく提示されている。すなわち，地球外文明の一員によって作られた宇回船によっ

て，我が惑星上に最も簡単な生物の計画的な移動によって地球上生命が生まれたという仮説が出されて
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いる。

　第10章に，この仮説の確率を低くしている判断が示されているけれども，現在の知識水準ではそれを

論破することは恐らくできないだろう。

　上に説明した宇館空間を越えての生物移動は不可能だという非常に断定的な結論は，科学革漸時代に

よく生ずる間違いの典型であることを指摘しておこう。核物理学の創始者の1人Rezenfordは，最初の

核反応炉が作られる前に核物理学の研究はなんの実用的な価値を持つことはないだろうと述べているが，

上の状況はそれによく似ている。

　ここに示した二つの似た例は，科学発達がしばしば予測困難になる現代では非凡な考えを否定するこ

とに細心の注意の必要なことを証明している。

　研究している問題の本質にもどりながら，現在他の天体から地球上への生命の移動を証明する事実も，

このような移動の不可能性を示す証鍵もないと結論しなければならない。この問題は本書の結論のところ

で詳細に研究されている。

　我が惑星土での生命の起原に関する仮説の第2グループは，生命の起原を地球上での無生命物質の生

命物質への変態に関連づけている。古代ギリシャ時代から始まって非常な昔から上と同様な考えが多く

提示されてきた。19世紀に，当時の偉大な科学者達一La　Mark，Hax王ey，ChiRda11，Darwinおよび特

にHecke11によって同様な考えが提示された。　Darwinの一つの手紙のなかに，生命の起原に関する問

題の現在の研究にとっても非常に重要なつぎのような判断が示されている。＜もしも，すべての種類の

アミノ酸，燐酸塩，光，濃度，電気などをもつ適当に暖かい小さな水体があり，その中でさらに複雑な

変態を受ける能力をもつタン白質が化学的に形成されるならば，現在ではこのような物質は直ちに摂取

され，または吸収されてしまうと考えられる。しかし，そのようなことは生命物質の発生に先立っ期間

には見られなかった》（The　Life・…一・，1887）Q

　地球上での生命の起原に関する仮説の詳細な研究がA．1．Oparinによって始められた。彼の最初の

書物（Oparin，1924）のなかに，古大気の化学組成が生命の起原に大きな意義をもっていたという考え

が提示されている。Oparinの意見によると，古大気は還元的特性をもっていて，水素，水蒸気，アンモ

ニアおよび炭素化合物（メタンとシアン）からなっていた。地球上の生命は我が惑星が生まれたあと約

20億年して出現したとOparinは考えた。彼は，複雑な有機分子が作り繊されるような化学的進化過程

が進んでいくには長い時間が必要であっ売といっている。彼の意見によると，これらの複雑な有機分子

から原生生物（前細胞システム）が形成され，続いてすでに生命活性物質の特性を備えていた原細胞が

作り出された。

　同様な見解が，そのあとすぐにHa玉dne（1929）によって提出された。続いて，この考えはBern段1（1929）’

およびその他の研究者によって支持された。

　生物的以前の（化学的）進化段階が20億年まで続いたというOpar漁の考えは上に引用した地球の歴

史に関する現在の研究データによっては確認されていない。この期閤の長さはアプリオリに決まるもの

ではなく，それはOpa疽nが指摘したよりもはるかに短いと考えられるので，この考え方を立証するのに

直接的な困難さはない。

　最初の生物は嫌気性であったというOpar圭nの確信は，実験的研究のなかで間接的に証明された。実験

室の還元条件下において，生物体内にみられる様々な有機物が合成された。

　このような研究としては，1953年に実施されたMi　HerとUreyの実験がある。彼らはメタン，水素，

アンモニアおよび水蒸気の混合物を古大気をモデル化するのに利用した。この混合ガスに火花放電をさ

せて，彼らはタン白質の成分である四つのアミノ酸ならびにその他の多くの有機化合物を合成できた。

この方向に沿ってなされたその後の研究では，他のエネルギー源（紫外線照射，熱超音波など）が用

いられた。これらのエネルギー源を用いて，生命が生まれた時代のエネルギー状態に似た条件が再現さ

れた。これらの研究でも，生物の組成内に含まれている多様な有機物が含成された。
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　古大気が還元的特徴をもっていたという広く流布している意見にすべての研究考が現在同意している

わけではない（第7章）。このような関係で，いくつかの報告では，主として二酸化炭素ガスと水蒸気

とからなる大気中での生命の発生のメカニズムが研究されている。

　生物の遺伝器官とタン白質合成器官の発生を再現する必要のあることが，生命の起原の実験的研究を

困難にしている原因の一つである。これらの器官の働きは，タン白質の合成にあたって利用される，ま

た生物の増殖のなかで伝達される情報を含んでいるDNA分子の働きに基づいている。遺伝情報の伝達

機構は非常に複雑であるが，原核生物グループのような最も単純な生物にもそのメカニズムがすでにあ

ることは注瞬に価する。

　最も古い生物の遺伝器官の形成過程の研究に多く関心が集まっているけれども，この問題の研究は解

決から程遠い。したがって，周辺環境と物質およびエネルギーを交換しながら自らの構造を無制限に再

生する能力をもった自律生物を室内実験でうまく作り出せないのは当然である。

　この問題の解決に成功することは，地球上での生命の局地的起原の解明にとって重要な証拠になるも

のと思われる。このような場合でも，宇宙から生命体が地球上にやってくるという可能性に対して完全

な答えをえたわけではない。

　地球上の最古の生物圏一原始生物の分布帯は現在の生物圏に比較して非常に限られた地域にあったと

思われる。そして，古代の生物圏は長い間にわたって小さいく生命の島》の群がら多分構成されていた

ものと思われる。この島のなかには，それらの生物周辺の無機的媒体からエネルギーと栄養分とを引き

出すのに最も適した条件があり，そこには原始的な化学栄養生物が生存していたものと考えられる。こ

れらのく島》の配置場所は不明瞭なままである。多分，それは小さな水体のなか，または水圏と岩石圏

との境界上に分布していたものと思われる。

　古代生物圏の発達の重要な段階は光栄養生物の出現であった。これらの生物は地表面に入射する太陽

放射エネルギーを利用できた。光栄養植物の出現は生命帯を非常に拡大した。そして，大気中ならびに

表面水のなかへの酸素の蓄積が最初は極めてゆるやかに，つづいてより急速に進行した。これによって，

好気性生物の出現が可能になった。好気性生物の出現は生物圏の歴史における第2番冒の大きな出来箏

であった。

6．2　地質年代学的スケールと生物の歴史

　過去の生物圏を研究する場合には，地質年代学的スケールを利用しなければならない。このスケール

には，地球の歴史の主な進展段階の順序と長さに関するデータが示されている。現在利用されている地

質年代学的スケールは長い年月をかけて作られてきた。しかし，地質学的歴史の復元が困難なために，

多くの研究者の出した地質年代学的スケールは研究者によって違っている。単一の地質年代学的スケー

ルを作出する課題が，国内委員会および国際委員会で何鳳となく提起された。これらの委員会には地層

学分野の指導的専門家が参加していた。これらのスケール内にはまだいくっかの部分的な違いがあるけ

れども，本書のなかで採用した地質年代学的スケールは多少とも統一されている。

　地質年代学的スケールは，地殻表層の研究から明らかにされた動物相，植物相および岩質形成の特徴

の順序的変化の資料に基づいている。過去においては闘接的資料に基づいていたので地球歴史の各発展

段階の年代尊報は非常に近似的であったが，ここ10年間に地層分析へ地球化学的方法を利用して求めら

れた絶対年代値が年代分析に広く利用されている。

　これらの分析法の主要なものは，長い寿命をもつ放射性元素一ウラン，トリウム，カリなどの崩壊の

研究に基礎をおく放射線学的方法である。すなわち，多くのカリ鉱物の年代は，放射性カリの崩壊産物

であるアルゴンのそれらの鉱物内での蓄積データを用いると評価できる。

　数万年以下の年代の姥較的に若い地層の年代の決定には，放射性炭素法が非常に有用である。この：方

法は生物遺物内の炭素の放射性同位体14Cの相対量の測定に基づいている。この同位体量は，生物の死

一124一



後6千年の半減期をもって定常的に減少する。

　本書のなかで利用する地質年代学的スケールが表6，1に示されている。表には代および最後の三つの

表6．1　地質年代学的スケール

代 紀 世 紀・世の長さ，鳶万年 紀の始まりの絶
ﾎ年代，百万年

第　　四　　紀
完新　盤

X　新　世
｝　・

2

新　生　代
鮮　新　世 t
中　毅　世

第　　三　　紀 64
始　新　世

暁　新　世 66

白　　亜　　紀 66 132

中　生　代 ジ　ュ　ラ　紀 53 185

三　　畳　　紀 50 235

二　　畳　　紀 45 280

石　　炭　　紀 65 345

古　生　代．
デ　ボ　ン　紀 55 400

シ　ル　ル　紀 35 435

オルドビス紀 55 490

カンプリア紀 80 570

原　生　代 2，030 2，600

始　生　界 900 3，500

代のなかの紀の名称が示されている。第三紀と第四紀では世の名称も示されている。

　第三紀は二つの部分または二つの紀一古第三紀（醗新世，始新世，漸新世）と新第三紀（中新撹，鮮

款世）とにしばしば分けられる。アメリカの研究者の報告では，石炭紀は二つの紀：より古いミシシッ

ピー紀とそれに続くペンシルバニア紀とに一般に分けられる。

　地質年代学的スケールの一上の部分（古生代，中生代，断生代）は下生代で，下の部分は陰生代（先カ

ンプリア時代）である。陰生代は地球の地質学史の約％を占めているけれども，この時代についての現

在の情報は，より最近の顕生代のそれに比較して非常にわずかである。始生代は今から35億年以上も前

に始まり，9億年以⊥も続いたと考えられている。原生代は26億年前に始まり，その長さは大体20億年

続いた。地質年代学的スケールのなかの主な期間における生物の歴史の簡単な情報を次に説明しよう。

　これらの情報は若千条件づきであることを指摘しておく必要がある。これは古生物学的な年代記の含

んでいる避けられない不完全さのためである。古生物学的な資料によって求められた新しい生物群の出

現に関する結論は，一般にある生物群の鐵現時期に対応するものではなく，対象とする生物がある程度

広く分布した時期を示している。同様に，多くの場合においてなんらかの生物群の絶滅に関する結論は，

対象とする生物の占有していた分布圏の急厳な縮少とその個体数の滅少だけを意味している。

先カンプリア界

　すでに指摘したように，生物の活動の最初の痕跡は約38億年前にさかのぼる。古い生物は原核生物す

なわち細胞内に核をもたない生物であるバクテリアおよび藍藻であったと推測されている。先カンプリ

ア時代を通じて，種々な原始的な植物が生まれた。それに続いて動物が出現した。それらの生物は古生

物学的年代記のなかに明瞭な証拠となるような骨格またはそれに類した部分を持っていなかったので，
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それらの原始的生物の痕跡はほんのわずかしか残らなかった。先カンプリア時代の古い動物の痕跡の同

定は大変むずかしい。

　30億年以上の年代をもつ地層で，原核生物の痕跡と思われる微細構造が発見されている。これらの原

核生物が真の生物学剛構造の発生に先行していたと考えられている。25～30億年の間で，ストロマトラ

イトの塊が発見された。これは細い波状の板片からなる石灰岩の塊である。ストロマトライトは藍藻類

およびバクテリアの生命活動の産物である。20～25癒年の期間になると，微化石が発見される。多くの

研究者の見解によると，そのなかには，その細胞内に核をもった生物一真核生物の原型が発見される。

先カンプリア時代の主要期間を通じて，単細胞生物だけが生存していた。

　先カンプリア界の来期一ヴェンド紀に，多くの多細胞形のものを含めて多様な動物が著しく増加した。

このような時代分類の基礎は優れたソ連の古生物学者B．S．　Sokolovによって出された。ヴェンド紀の

長さは約1・1億年であった。ヴェンド紀には，より古い生物（藍藻類など）と一緒に無骨格動物のいろ

いろなタイプが生存していた。そのなかには，現在のウミエラ類，古代環形動物，クラゲに似た動物な

どが含まれていた。その体節胴はより斯く出現した三葉虫に似ているが，三葉虫特有の左右相称でない

動物（7θπθゐα3・ん・∠・・y）の痕跡の発見は注目を惹く。

　多分，先カンプリア時代，同様に原生代の最初の二つのすべて（またはほとんどすべて）の生物は，

水圏内に生棲していたものと思われる。したがって，生物圏の歴史の大部分を通じて，陸上には生物は

ほとんど棲んでいなかった。それゆえ，本質的には陸地は生物圏の構成に入っていなかった。

：カンプリア紀

　カンプリア紀には，生物圏の歴史内での大事件である生物界のラジカルな変化が生じた。動物のなか

に骨格生物が現われた。そのなかにはαγoんαε。。yα砺伽類，腹足類，海綿動物，腕足類ヨ葉虫類，

腔腸動物，放散虫類などが含まれていた。この時期には軟体動物も広く分布していた。それと同時に頭

足類も出現した。カンプリア紀の末期には，最初の脊柱動物一曲胃無顎類が笛現した。

　カンプリア紀の植生としては，藍藻類，紅藻類，いろいろなタイプの微細な植物プランクトンがあっ

た。

　カンプリア紀における生命の歴史のユニークな特徴は，現在を含くむあとに続く平生代の勤物相の基

礎となった動物の大多数の先祖が出現したということである。

オルドビス紀

　オルドビス紀には，カンプリア紀における水圏内の豊かな動物相に数多くの新しいタイプが加わった。

この紀には，現在知られている難生無脊椎動物の綱の大多数の代表者が生存していた。オルドビス紀を

通じて，多くの動物群のいろいろなタイプが急増した。しかしながら，オルドビス紀の末期には，多く

の動物群の代表者の一部（筆石，サンゴ虫，三葉虫など）が絶滅した。このため，動物のいろいろなタ

イプの数が減少した。

　オルドビス紀には，多くの緑藻および紅藻が生存していた。そして，この紀の：末期には比較的に導管

のすくない最初の麺物が陸上に出現したと考えられている。

シルル紀

　シルル紀の海中には，甲殻類およびサンゴ虫類が広く分布していた。そのタイプの多様性はオルドビ

ス紀に比較すれば少くなったけれども，数多くの節足動物のなかで三葉虫類はかなりの地位を保持して

いた。

　シルル紀の脊椎動物のなかには多くの無顎魚類（そのなかに甲殻無顎類を含む）と練魚類とが含まれ

ていた。シルル紀末期になると，陸上に植物が広がり始めた。これは主として古生マツバラン類一維管

束をもった草生植物であった。これらは最も多湿な気候地域上にだけ生存していたものと思われる。

デボン紀

　デボン紀の海に棲んでいた無脊椎動物のなかには，数多くのアンモナイト類，有孔虫類，腕足類，サ
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ンゴ虫類のいろいろなタイプが含まれていた。同様に，海中には甲殻魚類：のいろいろなタイプが生醜し

ていた。デボン紀における二つの主要魚類一軟骨魚類と硬膏魚類の分布は，その後の動物相の発達にと

って：重要な意義をもっていた。海洋や海のほかに，これらの魚類は多分淡水のなかにも棲んでいたもの

と思われる。

　デボン紀には，大陸上に広く植物が分布し，動物が出現した。この紀には，植生が大陸の大部分の表

面を覆っていた。デボン紀に，原始裸子植物および原始シダ植物を含む高等な地上植物の多くのグルー

プが生まれた。デボン紀宋期には．陸上植生はデボン紀初期にくらべて非常に豊窪であった。特に，デ

ボン紀の最後には，現在の裸子植物の最初のものが出現した。

　デボン紀の最後に，総記類から両生類一その後陸上に棲んだ数多くの脊椎動物の先祖である堅頭類が

生まれた。

石炭紀

　この紀を通じて，大陸⊥ではより早い時期から始まった植物と動物の広がりが続いた。当時，大陸上

の広い地域にわたって，ヒカゲノカズラ類，シダ類，麓木鋤からなる高木林が分布していた。石炭紀の

大部分を通じて，陸地の大部分は十分な多湿条件にあり，沼沢±のなかに石炭紀林の有機物を保存する

ことが可能であった。このような方法で，この紀特有の石炭が生まれた。石炭は水蜜のなかでも，多量

な藍藻類物質から作られた。

　石炭紀の海洋内には，有孔虫類，軟体動物，アンモナイト類，鯛脚類，コケムシ類，韓白垂，節足動

物，腔腸動物，オウムガイ類などの多くのタイプが生棲していた。そして，より早く栄えていた三葉虫

のなかで．比較的にわずかな代表者が残っていた。デボン紀には多くの魚類が生まれ，魚類の多様性が

増大した。

　長い間大陸上に生きてきた動物界に大きな変化が生じた石炭紀の中頃に，爬虫類が生まれた。しかし

ながら，この紀におけるそれらの多様性は低かった。この時期に，数多くの扁虫類が生まれ，そのなか

に巨大な形のものもいた。大気環境内への動物の侵入は，生物圏の境界の拡張へ向けての新しい第1歩

であった。

二記紀

　工畳紀の初期には，石炭紀末期に生まれ南の大陸（ゴンドワナ）の大部分をカバーした巨大な大底氷

河作用が存在していた。この氷河作用は氷河地帯の寒冷化と同時に，多くの大陸地域の気候の乾燥化を

もたらした。このことについては第7章で詳細に説明する。いくつかの地域では，気候乾燥化の進行は

すでに石炭紀に始まっていた。二畳紀には，気候乾燥化のプロセスは著しく強化された。自然条件のこ

のような変化が生物界に深刻な影響を与えたことは極めて当然なことである。とくに，気候の乾燥化は

急速に多様化を強めてき爬虫類の広がりを助長：した。哺乳類型爬史類の進化グループ（獣姦冒）の出現

は特別な意義をもっていた。二畳紀を通じて，より早く生まれた数多くの両生類の多くのグループが絶

滅した。このなかには堅頭類も含まれていた。二畳紀の豊かな海洋動物相は，二畳紀と三畳紀の境目で

急激に縮少した。このスケールの大きい動物の絶滅は生物圏の歴史における巨大な大事件の一つであっ

た。腔腸動物，アンモナイト類およびその他の海洋生無脊椎動物の多くのグループが二畳紀の末期に絶

滅した。顕生代の初めから生存してきた三葉虫類は二畳紀の末期までにすでに絶滅してしまった。集闘

絶滅（地質学史上の危機時代）の問題は第8章で研究されている。

　植生の歴史のなかで，二畳紀は裸子植物が急速に広がった時代であった。そのなかでは針葉樹が：重要

な位置を占めていた。比較的に多湿な気候をもつ大陸の広い地域は主として裸子植物からなる森林によ

って覆われていた。

三畳紀

　上に指摘したように，古生代末期の特徴は，それ以前から生寵していた多くの動物グループが絶滅し，

中生代の代表的な新しい動物グループに入れかわったことである。二畳紀宋期に生じた動物群の絶滅は，
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この動物グループの交代において大きな役割を演じたけれども，それは古生代の動物群の中生代動物群

への交代を示す大事件の鎖のなかのただ一つの環にすぎなかった。古生代特有の動物群の絶滅は二畳紀

の大部分を通じて，また竃畳紀の全期間を通じて進行した。この結果，生物界とくに動物の多様性が大

幅に低下した。

　三畳紀における陸上植生の特徴は，樹状のヒカゲノカズラ類，シダ類，および古い針葉樹類の段階的

な絶滅であった。これと同時に，新しい植物グループーサゴ類，イチ。ウその他が広がってきた。三畳

紀を通じて哺乳類型爬虫類のより進歩したグループ（獣形類）の属の数が著しく少くなり，その場所に

は非常に原始的な哺乳類が主として侵入したけれども，三畳紀の大陸の動物界は多くの哺乳類型爬虫類

を含んでいた。三畳紀の中頃に，最初の恐竜類一その後記般に広がったグループが生まれた。三畳紀の

最も謡い時期に，哺乳類型爬虫類の一つ一獣歯類から哺乳類が生まれた。

　三畳紀における海洋生動物の多くのグループの多様性は二畳紀のそれに比較して減少した（鯉脚類，

ウミユリ類，有孔虫類など）。それと同時に，三畳紀には，その後広く広がった真骨類が出現した。

ジュラ紀

　爬虫類が新しい生態的地位の獲得に大きく成功したので，ジュラ紀の動物界は大きく変化した。地球

の歴史上初めて，陸上に巨大な動物一草食恐竜類（梁竜，雷竜など）および肉食恐竜類（ツェラトザウ

ルス，アロザウルス）が現われた。生物界の発展におけるもう一つの大きな第1歩は飛行脊椎動物一翼

竜（二丁類のグループに属する）と小さな恐竜類から発生した鳥類の広がりであった。海のなかにも，

時折り巨大な大きさになった爬虫類（魚竜類と首長竜類）が広く分布していた。陸上植生には，多くの

裸子植物．シダ類およびより古い多くの植物が含まれていた。

　三畳紀からジ晶ラ紀への移行は非常に多くの動物の絶滅を伴っていたけれども，ジュラ紀には以前よ

り生きていた動物群塗）多様さは著しく増大したことを指摘しておかなければならない。

白亜紀

　白亜紀には，モクレン属，カシワ，クスノキ科，プラタナスなどの被子植物が大陸上で広く広がった。

そして，多くの地域でそれ以前に広く分布していたシダ類および原始的な裸子植物を新しい植物群は追

払った。白亜紀には，草食恐竜および肉食恐竜の大型のものを含めて爬虫類の繁栄が前と同様に続いた。

いくつかの飛びトカゲも非常な大きさになった。

　白亜紀を通じて，哺乳類の種類は豊富になり，そのなかには最初の胚盤をもったものも現われた。し

かしながら，その当時は哺乳類は数も少なく大きさも小さく，誌上の爬虫類の巨大なものより非常に小さ

かった。白亜紀を通じて，鳥類は前進的に発達し続けたけれども，同様にその数はわずかであった。

　白亜紀には海中の無脊椎動物相は非常に豊かで，そのなかにはいくつかの大きなものもあった。矢石

およびアンモナイトのある種がそうであった。臼亜紀には，硬骨魚類の種類が大幅に増加した。同様に，

臼亜紀の海には大きな爬虫類一魚竜類首長竜類およびモザザウルスも生激していた。

　白亜紀の動物相内のいくつかのグループは，この紀の終末期よりはるか以前に，絶滅したけれども，

白亜紀のちょうど末期に，多くの動物種および海洋プランクトンの多くのグループが，かって例を見な

いほどの規模で絶滅した。このような動物の集団絶滅の問題は第8章で研究する。

第三紀

　白亜紀末期における恐竜類，飛行トカゲ類および大きな海中の爬虫類の多くのグループの絶滅は，動

物界の発展に深刻な影響を与えた。この大絶滅のために，数多くの生態的地位が空席になった。これら

の空席は哺乳類と鳥類とによって急速に埋められた。瞬新世と始新世において，原始的な中生代の哺乳

類からこの綱の動物の現在生きている目のほとんどすべてが生まれた。しかしながら，第三紀の初めの

哺乳類の科の大多数は，その後新しい科と入れかわった。哺乳類の動物相の特に急激な変革が新生代第

三紀前半から新第三紀への移行時に生じた。新第三期目初めに，クマ，ヒョウ，ハイエナ，ブタ，アン

チロープ，シカ，ウシ，ヒツジの最初の代表者が現われた。それと同時期に，類人猿も趨現した。

一128一



　薪第三紀には，それより早く生まれていたzk棲の哺乳動物が広く広がった。このグループのなかには，

現在までに地球上に生唾した動物のなかで最大のクジラも含まれていた。

　執第三紀の末期における気候の寒冷化は，葛緯度地：方の動吻相を大雨に貧弱にした。しかしながら，

熱帯では割合に最近まで動物にとって好適な環境が維持されてきた。

　第三紀の期間の大部分を通じて，南アメリカ（この時期には，この大陸は他の大陸から隔離されてい

た）の動物相は比較的に原始的な哺乳類に属する多くの動物を含んでいた。この時代には，オーストラ

リアの動物相も他の大陸のそれから孤立していた。この大陸では，哺乳類はほとんどすべて有袋類であ

った。

　第三紀の特徴は多くの鳥類が急速に増えて，すべての新しい生態的地位を占めてしまったことである。

第三紀の期聞を通じて，空を飛ばない巨大な鳥類が地上の哺乳類と競争していた。空を飛べない大きな

鳥類のいくつかの種は現在も生きているが，このグループのほとんどは哺乳類によって押しのけられた。

大型の哺乳動物のいない島々には極く最近まで最も大きな走きん類が生存していた（ニュージーランド

のオオモア，アダガスカルのエピオルニス）。鳥類のなかで最も大きかったこれらの鳥は，歴更時代に

人類によって滅ぼされたQ

　第三紀の植物相の主要な位置は被子植物が占めていたけれども，裸子植物も十分に広い範囲に分布し

ていた。始新世には，現在でも熱帯に維持されている独得な湿潤熱帯林が形成された。中薪世において，

水分の不足する地域に草生の草原植生が広がった。

第四紀

　第四紀はそれ以前のすべての世に比較して非常に短い。そして，独得な条件が発達しなかったので，

この期間を通じて植物字ならびに動物相の大きな変化は起きなかった。それぞれの期閤に第四紀を分割

する独得な条件は，まず第1に地上ならびに海洋の氷河作用の発達であった。これらの氷河作用は高緯

度地帯では常に存在していたし，時々中緯度地帯にまで侵入した。第2の条件は，その活動によって生

物圏への作用を増大し続けている人類の形成である。上に説明した2番目の事件を考えて，多くの学者

は第四紀を人類時代とよんでいる。しかしながら，ヒト科グループ（多分，∬・加・属）の代表者は鮮新

世に，すなわち第四紀の初めまでにはすでに出現していたので，上のようなよび名は十分に論理的とは

いえない。それと同時に，生物圏への人類の著しい作用は第四紀の最終期一最後の第四紀氷河作用期と

完断世，すなわちここ1万年夏おいてやっと生じ始めた。

　植生および動物に対する氷河期の影響は，氷河が進出した時におけるより低緯度地帯への地理帯の移

動および氷河が退却した時におけるより高緯度帯への地理帯の復帰という形で主として現われた。

　それと同時に，氷盾に隣接する地域では独得な動物檀と植物相が形成された。この地域の植生はツン

ドラとステソプの特区をかね備えたような外見をもっていた。これらの地域の動物のなかでは，現在は

死に絶えているマンモス，毛深サイ，じゃ香ウシ，シカ，北極ギツネなどの動物が目立っていた。

　第四紀の最大の箏件は現生入学（∬伽03αア乞θπ88αμ8囎）の形成であった。それは約4万年前に生

じた。多分，現生人類の活動によって全大陸（幣極大陸を除く）上で多くの大型動吻が完薪世になるま

で（約1万年前）に滅亡したものと思われる。完新世になってからも，人類は多くの大型（およびやや

小型）の動物を根絶させている。そして，この傾向は現在も引き続いている。人類と他の動物との相互

作用の問題は第9章で砺究する予定である。

　最後に，生物圏の歴史一ヒ最も重要な事件を説明しよう。それらは生物の進化にむすびついており，そ

の第1は地球上における生命の発生であり，その第2は光栄養植物の出現であり，第3は動物の広がり

である。これらの重要なでき事はすべて先カンプリア紀に起きた。第4番目のでき事は古生代初期に動

物の歴史上に刻まれているく進化的大爆発〉である。すなわち，カンプリア紀とオルドビス紀において，

その後に生存した動物タイプのほとんどすべてが生まれたことである。

　生物圏の構造の第5番目の大きな変化は大陸上への植生の分布に関係している。これは主として先力
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ンブリア時代に行われた。新しい生存条件への植物の適応のなかで，より進歩した植物群が順を追って

生まれてきた。大陸上への植物の出現によって，陸上動物ならびに飛行動物の出現が可能になった。大

陸上のいろいろな生存条件への動物の適応は非常に長い道のりで，その途中で新しいより進歩した動物

グループが生まれた。

　顕生代の後半における生物界最大の変化は大陸上で生じた。海洋内（とくに公海内）では，現在でも

生物のかなりの部分を古いグループの代表者が占めている。

　動物の全大陸への広がりを6番目の大きなでき事と考えると，現生入類の出現は生物圏の歴史上にお

ける第7番躍の大きなステソプということができる。上にあげた大事件のうち最後の三つが～定の期聞

をおいて次々と生じた原因は，第8章と第9章で研究することになっている。

6．5　岩石圏と水圏
岩石圏

　第1章で指摘したように，生物圏は三つの主な生活圏一岩石圏，水圏および大気圏から成っている。

これらの圏はすべて非生物的起原であるが，多かれ少なかれ生物の活動によって変化する。生物の最も

大きな影響は大気圏でみられた。生物の活動によって変化すると同時に，大気は動物および植物の進化

に対して重大な決定的作用を及ぼした。この問題は第7章と第8章で詳細に述べられている。

　水圏ならびに岩石圏の変化も生物的要因にむすびついているが，それらの影響は大幅に限定されてい

た。それゆえ，水圏および岩石圏は，条件づきで生物圏の厚生物的成分と考えることができる。

　生物の幽棲する岩石圏の一部としての土壌の特徴を第1章で簡単に説明した。岩石圏の深層には生物

は稀れにしかいないけれども，生物圏の歴史を理解するには，過去の地質時代における岩石圏全体の変

化に関する情報が必要である。岩石圏の進化に関する研究成果を利用すると，大陸および海洋の形成の

法則を解明し，地球の堆積地殻の発達時における非生物的要因と生物との相互作用を研究することがで

きる。また，生物圏の歴史に大きな影響を与えた他の天体と地球との衝突の痕跡を見いだすことができ

る。

　岩石圏は以前は地殻とよばれていた。これはモホロビッチ面上にある固体地球の表層を指さしている。

モホロビッチ面を上から下へ通過するとき，地震波の速度は不連続的に大きくなる。

　地殻は二つの部分一大陸部分と海洋部分に分けられる。大陸地殻は20～30kmの厚さの堆i積層，中間層

または花鱒岩層（10～40kmの厚さ）および低層または玄貧岩層（10～70kmの厚さ）からなっている。

海洋地殻はうすい堆積層（1km以下），厚さ1～2．5kmで種々な岩石からなる第2層および下層ま

たは玄蔵岩層（厚さ5km）からなっている。ここにあげた主要な二つの地殻タイプのほかに，種々な申

間的な構造をもったものがある。

　生物の生命活動による生産物は堆i積岩層の主要な部分を構成している。堆積岩屠のなかの多くのもの

（石灰岩，石炭，ドロマイトなど）は生物起原である。葬生物的な堆積岩の多くも母材となる山の岩石

の風化過程に関与する生物の活動の影響を受けながら形成される。堆積岩は地球表面の主要部分を覆っ

ており，その全量は地殻全質量の約10％に達する。堆積岩の全量の約70％は大陸棚上にあり，残り30％

が海洋底上にある。

　地殻の下には上部マントル層があり，その厚さは850～900kmである。上部マントルはいくつかの

層になっており，その最上層（亜層）は，現在では岩石圏の一般的理解では，地殻と一緒になっている。

マントルを構成している物質は，爆破地震波の猛悪条件のデータおよびその他の細長的方法を用いると

決定できる。マントルは主としてカンラン石からなっている。

　岩石圏の特徴はそのなかに温度の鉛直勾配があることで，温度は一般に深さにつれて上昇する。この

温度勾配は地球深層から表面へ向けて熱流の存在することを意味している。この熱は寿命の長い多くの

放射性元素同位体の分裂による熱発生に主として由来している。この熱流は地表藤へ入射する太陽放射
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流束より非常に少ない。それゆえ，地熱流は地球上の気候に影響を専えることはない。深さ100k塑の温

度は平均して約1，000℃になると推測されている。この温度は上部マントルの物質の平均熔融温度より

低い（50kバールという高圧のために，地球表面上での熔解温度にくらべて高くなる）。若干の地域で

は，地温は深さにつれてより急激に上昇する。それゆえ，数十kmの深さで熔融マグマの発生地が生ま

れる。

　大陸地殻のなかで最も安定した部分は古い卓状地で，その上には堆積岩層が分布している。古い車回

地の間にはより活発な地向斜帯があり，そこでは高い構造性の活動度，岩石の著しい変成，港発な火山

活動が特徴である。

　海洋底の比較的にうすい地殻も，広い相対的にフラットで安定した平担地と海洋海嶺帯の構造的に活

動的な地帯とに分けられる。中央海嶺帯は大陸の地向斜裾曲帯とは全く違っている。地溝帯およびそれ

に関係している申央海嶺は高い火山活動度をもっている。

　今世紀の60年代に入ってから，大陸移動説はテクトノプレー・ト説に変ってきた。広い海洋空間で分か

れているいくっかの大陸の海岸線（または大陸棚の境界線）がお互いによく似ていることはすでに古く

から虚誕されていた。特に，大西洋をはさむヨーロッパとアフリカの海岸線と一：方の北アメリカと南ア

メリカの海障とは非常によく似ている。このような関係で，はるか以前には，これらの大陸は大きな大

陸一パンゲアの一部であったという考えが提出された。水平方向に移動しながら，それらは分裂し，そ

してそれぞれはるかに離れたと考えられた。

　有名な極地硯究家であったA．Wegenerはこの仮説を特に念入りに研究した。

　大陸移動の物理的メカニズムの納得できる説明ができなかったので，大陸移動説は最初は認められな

かった。このような大陸移動は遠心力ならび月と太陽の潮汐力によって説明できるというWbgenerの考

えは，定量的な計算によって論破された。すなわち，計算からこれらの力は大陸の移動をひき起こすに

は不十分なことが分かった。その後，Wbgenerは大陸移動の原因についての彼自身の見解をかえ，地殻の

下での対流の作用を考えると大陸移動は説明できると推測した。その当時は，この考えもまた広い支持

るうることはできなかった。

　1930年グリーンランドの探険でWegenerが死んでから20～30年たって，大縫移動に関する多くの地

質学老の見解が次第に変り始めた。古地磁気研究での多くのデータの収集は，このような見解の変化を

ひき起こす一上で大きな役割を果たした。古地磁気研究のなかで，地質時代の各時期におけるいろいろな

地域の緯度と経度とが求められた。当時はまだ移動の原因は不明のままであったけれども，地磁気デー

タは大陸移動が起きたという考えとよく一致することが分かった。

　60年代に入ってから，海洋底拡大の考えが提出された。この考えが大陸移動のメカニズムの解明にと

って非常に重要なことがわかった。Dietz（1961）とHess（1962）の報告に，水面下の海嶺地域でのマグ

マ物質の湧出によって新しい地殻が常に形成されており，このため海洋底は膨張しているという推測が

提示された。これはヨーロッパと北アメリカを遠ざけているもっともらしい原因である。大西洋の広が

りは太平洋の薦積の収縮によって相殺されている。太平洋の辺境域では，地殻がマントル内に沈聴して

いる。このような動きの主因は一般にマントル内の対流運動であると考えられている。すなわち，いく

つかの地域では岩石圏上層内ヘマントル物質が湧き出しており，他の地域では地殻物質がマントル内へ

と沈翻している。

　Mc　Ken3i　e　and　Parker（1967）およびMorgaa（1968）が定式化したテクトノプレートの基本的命題は，

海洋底拡大の考えと密接に関係している。これらの著者は，岩石圏は地質構造過程の影響で余り変化し

ない多くの安定したプレートからなっていると考えた。これらのプレートは非常に活発な構造過程の影

響を受けている活動帯によって分けられている。より軽いプレートは玄武岩ならびにさらに一層堅い岩

石からなる粘性の低い岩流圏の表面上をちょうど漂っているようだと考えられている。岩流圏内の対流

運動は中央海嶺から遠ざかる方向にプレートを分ける。そのため，いくつかのプレートは拡大し，拡大
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プレートの圧力下にある他のプレートは面積が小さくなる。テクトノプレートの考えを用いると，地質

時代における地球表面の構造の変化をより明瞭に説明できる。大陸移動の考えの研究を通じて収集され

た資料にもとづいて，多くの研究者達は，古生代（5．7～2，35億年前）には二つの大きな大陸：ゴンド

ワナ（その後，南アメリカ，アフリカ，マダガスカル，インド，オーストラリアおよび南極に分裂）と

ローラシア（その後，北アメリカ，グリーンランド，ヨーロソパとアジアの大部分に分裂）が存在して

いたと考えている。ゴンドワナ大陸は南極の近くに，そしてローラシア大陸は北極の近くにあった。

　大西洋の形成とむすびついていたローラシア大陸の分裂は，多分中生代の末期（約1億年前）に生じ

た。一方，大西洋の拡大は現在もまだ続いている。

　テクトノプレートの考えは多くの支持者をもっているけれども，現在でもこの考えは一般に広く通馨

しているわけではない：若干の研究者は部分的にだけそれを受入れており，他の人達は1億年の長さに

わたって大陸および海洋は安定状態にあるという見：方（固定説）の支持者である。

　相対的な大陸移動とならんで，地球の極の移動も生物の生存条件に大きな影響を与えたと考えられる。

地質時代に地理学的な極が大きく移動したという考えは，主として古地磁気学のデータに基づいている。

多くの専門家の意見によると，ここ5～6億年置間に北半球の磁極は太平洋の中央海域からこの海洋の

北西海域へ移動し（2．85－2．3億年前），そのあとアジア北東部を通って現在の場所へと移動した。現

在見られるように，地球自転の極は大昔もその磁極に近かったと考えることができる。しかしながら，

上のような推測は厳密な証明に基づいているわけではない。それゆえ，地質時代における地球の極の移

動の問題は完全に解決されているとはいえない。

　地球の堆積岩層の組成に関する資料は，生物圏の歴史の研究にとって大きな意義をもっている。A．B．

Ronovはこの問題に関して非常に詳細な情報を収集しており，それは彼の書物く地球の堆積岩層〉

（1980）のなかに含まれている。RonOvが指摘しているように，堆積層は陸地表面の約80％を覆って

いる。そして，のこり20％の表面は結晶岩に占められている。大陸の堆積岩層は主として顕生代の岩石

および上部原生代の岩石で，より古い時代の岩石は割合に詣れにしかない。

　海洋の堆積は平均して大陸の堆積岩層より著しく若い。そして，普通，白亜紀と新生代のものに限ら

れている。海洋で最も古い堆積岩層は上部ジュラ紀のものである。

　地球全体の堆i積岩層の平均厚さは2．2kmであるが，個々の地域についてみると0から20～30kmの

間で変化している。堆積岩層の物質は，風化によって地球表面上で形成されたもの，大気圏および水圏

内から降下した物質の堆積物ならびに火山活動の生産物から形成された岩石から主になっている。

　大気圏および水圏内での炭素循環との関係で形成された炭酸塩岩に関する情報は注目に価する。最も

古い地層（太古界または始生界）のなかには，炭酸塩岩は非常に少い。その量は原生代初期に増加した

が，とくに原生代後期および古生代に入ってから急増した。しかし，これらの岩石のほとんどは苦灰石

であった。その後，中生代および新生代になると，炭酸塩岩の主要成分は石灰岩であった。

　Ronovらがえた種々な年代の堆積岩中の有機炭素量の変化のデータは大変興味をひく。この量は地層

内に散在している有機炭素の質量を示していて，それは石炭，油母頁岩，』石油およびその他の可燃性生

物岩のなかに含まれている有機炭素量の大体200倍以上である。炭酸塩岩の全量への有機炭素の相対量

は，上部原生代の約5％から新生代の30％まで時代と共に増大している。このような変化は，炭素を含

んだ堆積岩の形成において光合成植物の役割が著しく大きくなったことを示している。種々な年代の堆i

積岩中の有機炭素量の変化は，光合成過程のなかで生成された酸素の大気中への放出速度の変動を反映

している。この問題は第7章のなかで詳細に研究されている。

　湿生代の種々な時期に形成された火山岩量および炭酸塩岩量を比較しながら，RonOVはこれらの量が

お互いにかなり密接にむすびついていることを発見した。この結論は，炭素の地球的規模の循環におい

て火山活動が明瞭な役割を果たしたことを実証している。

　本章の第1節で，ガスーダスト雲の重力凝縮のなかで地球ができたという考えを示した。このような
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メカニズムに基づく諸過程は，岩石圏と生物圏の歴史の初期のためのみならず，非常な後期の歴史のた

めにとっても意義をもっていると考える根拠がある。

　以上のような過程を通じて地球タイプの惑星が形成されるには約王億年を要すると考えられている。

惑星の形成問題に関するレビュー（Wbtheri11，1978）のなかで指摘されているように，その時期，生

長：している地球表面上に数多くの姥較的に大きい天体一志惑星が衝突した。同時期に，地球タイプの惑

星の形成されている空間付近で，同様な素材から現在の巨大な小惑星や月と同じ大きさをもつ十分に大

きな天体が作られた。この章の始めのところで，生長している地球表面上にこれらの天体のいくつかが

落ちた可能性のあることを指摘した。

　地球および地球タイプの惑星上への天体の落下の痕跡の研究は，このような過程の強度は次第に弱ま

っているけれども，天体の落下は太陽系の全歴史を通じて現在まで続いていることを教えている。この

ようなこととの関係から，地球の形成過程は現在でも十分終了していないということができる。

　大気圏および海洋を自由にパスして地球表面上に達するような，心慮的に大きい天体が地球上に落下

する問題にかぎると，そのような天体としては小惑星と彗星とがある。地球の軌道の近くをめぐってい

るアポロングループの小惑星が地表面上へ落下する確率は，とくに高い。そのような小惑星としては，

現在数十個が知られているが，実際の数は非常に大きい。近似的な計算から，現在でも地球と1km以

上の大きさの小惑星との衝突は25万年に1回の割合で，10k搬以上の大きさの小惑星との衝突は1億年

に1回の割合で起きうることが知られている（Pomck，1982）。

　地表爾状態への天体の落下の影響に関する研究のなかに，太陽系の歴史を通じての天体落下頻度の変

化に関するいくつかの情報が示されている（血石痕の地質学，1980）。月の歴史の各時期に下瓦上にク

レーターが形成される頻度に関する資料から，次のように結論できる。すなわち，ここ100万年間のク

レーター形成の頻度は，40億年以上前の最高頻度レベルの100～1，000分の1に低下してしまった。し

かしながら，このような変化は現在クレーター形成作用が完全になくなったことを意味しているもので

はない。

　地球の：重力は月の：重力より非常に大きいので，地球上への比較的に大きい天体の落下は，月面のクレ

ーターより大きい変形をもたらすと考えられる。しかしながら，このような地形変化を地球上で発見す

るのは，大気圏内および水圏内で生じている多くの侵蝕過程によってそれらが平らにされるので，大変むず

かしい。

　月，火星および水星上に形成されている同様な隈石彫の研究に比較して，地球表面上の衝突口（険滴

滴）の痕跡を発帰する問題は大変むずかしいけれども，現在地球表庭上には半径100kmまでの瞑石痕

が約100個発発されている。今後，天体の落下による地殻のより大きな崩壊の痕跡が発見されるのは確

かである。

　この問題との関係では，北アメリカで直径2，800kmの巨大な円形構造が発見されたという報道は注

瞑に価する。これは重力場の異常の研究から発見された（S主mon，1980）。この報告には，天体の落下

によって形成されたこのように大規模な地殻の変形は，大綾安定地塊の形成にとって意義をもっている

と思われるという考えが述べられている。

　比較的に大きい要石および彗星の落下の生物圏への考えられる影響は，第8章で研究する予定である。

大　　洋

　水圏内の水のほとんどすべては，大洋内に集中している。大洋表面からの蒸発によって多量：の水蒸気

が作られる。これらは空気流によって大陸上に運ばれ，そこの水分を補給している。岩石圏の歴史と同

様に，大洋の歴史も部分的にしか分かっていない。

　世界の大洋は，地球の全歴史を通じてマントルの脱ガス作用で放趨された水蒸気によって主に作られ

たと考えられている。この水蒸気は大気中で凝結したあと承滴の形で地表に落下した。これによって地

球表面上に水たまりが形成され，それは次第に大きくなっていった。海洋水の大部分が蓄積した時期に
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ついては多くの説が出されている。Schopf（1980）はこの問題の解決の困難を指摘したうえで，海洋水の

大部分は地球の歴史のなかの最初の20億年間に主として形成されたという考えを提示している。

　非常に長い期間にわたって海洋が存在しているということは，地球の歴史の大部分を通じて，その表

面温度が現在の大気圧では100℃である水の沸点以上にはならなかったことを証明している。非常な古

代には，大気の質量は現在よりも低かった。それゆえ，水の沸点は低くなり，大洋の存在が可能な温度

範囲はかなり狭くなっていたと思われる。

　マントルの脱ガス過程とならんで，生物圏内の水の質量を増加させている処女水の源も大洋の形成に

とって意義をもっていたと考えられる。

　海洋内の水量の変化の問題とその全面積の変化の問題とは本質的に全く違っていることを指摘してお

く必要がある。地球が完全に滑らかな場合には，その表向を海洋によって完全にカバーするのに要する

水の量は割合に少くて十分前ある。陸地表面の平均レベルと海洋の平均深さとの差が大きくなると，海

洋水の量が一定の場合でも，また水量が若干増加する場合でも，海洋の面積は収縮する。

　顕生代における地球の地形変化の研究から，大陸面積がリズミカルに変動する場合には，⊥に述べた

陸地レベルと海洋底レベルとの差が増大するために，陸地面積の増大する傾向が卓越していたことが知

られている。このため，顕爵代を通じて海洋面積は若千歯少した（Iq　ige，1980），大陸上に大きな氷

河が形成された時代には，海洋水の一部が氷の形成に使用されたので，海洋レベルは大きく変動した。

最大の第四紀氷河期には，海面レベルは間氷期にくらべて200mも抵下したと考えられている。このた

め，それより少し前に分離した大陸と島々との間に薩橋が生じ再びつながった。このような陸橋による

つながりは陸上動物および陸上植物の分布に対して大きな影響を与えた。

　現在ある大陸氷河のほとんどは南極大陸上にあり，これによる海醤レベルの低下は90mである（南極

大綾上の氷の質量の評価は入によって大きく違っているので，海萄レベルの低下を正確に決定するのは

むずかしい）。

　海洋形成のすすむなかで，いろいろな無機塩類が水に加わり，しだいに濃度が⊥組していった。この

問題はすでに第1章でふれた。これらの塩類の重要な給源は陸地の侵蝕過程である。すなわち，地一ヒ水，

空気の作用，そして陸⊥に生命が誕生したあとは生物の作用も加えて，それらによる山の岩石の崩壊ま

たは溶解が重要な給源であった。

　化学的風化の経過のなかで，マグマ岩石は粘土やその他のこわれ易い物質を形成しながら崩壊してい

った。化学的風化のならんで，物理的風化は基岩からのこわれ易い物質の形成において大きな役割を果

たした。物理的風化は温度変動の激しい地域，雨の多い地域などで特に活発である。

　海面下の火山活動によって，非常に多量な無機物質が直接海に補給された。

　生物の発生は，海水の組成に著しい変化をもたらすことになった。すなわち，自己栄養植物によって生

み出された酸素は，海水中に溶解している多くの化合物の酸化をひき起こした。海水中にある酸素は，

水生の好気性生物の生存を可能にした。

　多くの水生生物は，それらから貝殻または自分の体の固体部分を作りながら，水中に含まれている無

機物質および有機物質を濃縮する能力をそなえている。多くの場合，これらの物質の一部は，生物の死

後沈澱し，そして水底に堆積岩の厚い層を形成した。

　生物圏の歴史の各時点における岩石圏および水圏の変化は，部分的には生物の活動に関係しているが，

生物の活動そのものに深刻な影響を与えた。多くの生物にとって，水圏および岩石圏の上層はそれらの

生存環境であり，その姓質は生物と周辺空間との間でのエネルギーと物質の交換を多くの点で決定して

いる。それゆえ，多くの場合，水圏ならびに岩石圏の変化は生物へ直接影響する。

　動物の血液の化学的姓質と海水の化学的組成の一致は周知の事実である。このことは，海水の現在の

化学組成が非常に古いことを証明している。また，現在海のなかに生石している動物の先祖が長く生存

していたことも証明している。
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　生物への水圏または岩石圏の影響が間接的である場合においても，その影響は重大であった。たとえ

ば，地球上における海洋および大陸の構造は，例外なしにすべての生物が関係している世界気候の形

成に大きく影響した。

　大気圏の歴史は，岩石圏および水圏の歴史よりさらに密接に生物圏の歴史に関係しており，その様子

は第7章で硯究する。
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第7章大気の変化

Z1　大気の化学組成と生物の活動
　地質学的過去において，大気の化学組成ならびにその物理的状態，すなわち気候は変化した。過去に

おける大気の化学組成の問題は，本章の最初の2舗で研究されている。そして，気候変化に関する問題

は第3舗と第4節で研究されている。

　大気の化学組成の進化の問題は，主として地質学と地球化学の分野で取扱われてきた。この問題に関す

る現在までの硬究は，Garrels　and　Mackenzie（1971），Rutten（1971），Cloud（1974），Ho1王and

（1980）の書物に説明されている。

　現在の研究から分かるように，地球大気の歴愛は三つの基本的ステップに分けることができる。その第

1段階は原始大気の存在時期で，その化学組成は巨大惑星上にいま存在している大気の化学組成に近か

ったと思われる。この原始大気は多量の軽いガスー水素とヘリウムを含んでいた。木星と土星では強い

重力によって，これらの軽いガスは，それらの周囲に保持されているけれども，わが惑星一地球では，

質：量が小さく重力が不十分なために，それらのガスはかなり早く失われてしまった。原始大気はいくつ

かの稀ガス（アルゴン，ネオンなど）も含んでいたものと思われる。

　第2次大気は，地球の加熱層からのガスの放出（脱ガス）によって次第に作られていった。この大気

は長い間にわたって，なにほどの酸素も含んでいなかった。それは水蒸気，二酸化炭素，窒素およびい

くつかのその他のガスから構成されていた。

　無酸素大気中に多量の一酸化炭素，アンモニアならびにメタンが存在していたという問題は討論の材

料になっている（Gribbin，1982などを参照）。以前は，生命は還元性ガスに富んだ大気中において

だけ誕生できたと考えられていた。最近，何人かの研究者は，火山喰火は常に主としてCO2と水蒸気と

からなっているので，地球の脱ガス過程を通じて作り出された還元大気の主要成分は二酸化炭素ガスで

あったと考えている。我われに近い惑星一火星と金星の大気が主として二酸化炭素ガスからなるという

事実は，上の意見を証明している。このような推測を採用すると，太陽定数が現在より薯しく低かった

遠い過去の時代（本章の第4節参照）における温暖な気候条件を説明できる。

　ある程度多量の酸素は今から約20億年前光合成生物が広がった後，大気中に蓄積され始めた。第2次

大気は無酸素であったと考えるに足る根拠が存在している。qoud（1974）の次の意見はその一つであ

る：1）生命体の誕生へ導いた化学的進化は無酸素大気中においてだけ可能である，2）大量の大気酸素

のある環境内では決して形成されることのない鉄とウランの化合物が，20億年の年代を持つ地層のなか

に存在する事実，3）その弛の元素と酸素との化含物が上記のような古い地層内に欠落していること。

　大気の歴史の最後の残階は大気中に酸素が蓄積された時代である。酸素の存在は酸化の容易なガスの

大気中での維持を非常に困難にした。そのために，遠い大昔において，すでに酸素大気は務在の大気を

構成している主要成分（窒素，酸素，水蒸気，二酸化炭素ガス，その他のいくつかの稀ガス類）からな

っていた。ここにある大気成分のなかで．，酸素と二酸化炭素ガスは生物にとって最も大きな意義を持っ

ている。生物圏の現状ならびにここ20億年間におけるその進化は，大気ガスーとくに二酸化炭素ガスお

よび酸素と生物との相互作用によってある程度決まっていると考えることができる。それゆえ，生物圏

の進化の研究には地質時代における大気中の二酸化炭素ガスと酸素の量の変化に関する情報が必要であ

る。

　上で指摘したように，有機物の作出過程の基礎には自己栄養植物による大気圏・水圏からの二酸化炭

素ガスの吸収が存在している。

　現在，二酸化炭素ガスは比較的に少い大気成分の一つである。現在の大気は約2．6×1012トンの二

酸化炭素を含んでいる。これは大気容量の約0．035％にあたる。水圏内には多量のCO2が含まれてい
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て（主として海洋水中に），約130×1012トンの二酸化炭素ガスが溶存している。大気圏と水圏との

間では，分子拡散および乱流拡散によって常にCO2が交換されている。

　大気中の二酸化炭素ガス濃度の測定から，それは地理帯で余り変化せず，また対流圏内ではほぼ等し

いことが知られている。水蒸気に比較して大気中の二酸化炭素含量がほぼ一定なのは，地表面上の二酸

化炭素ガスの発生源の強さが余り変化しないこと，およびCO2含量と温度との間に関係のないことに

よる。二酸化炭素ガスの濃度は赤道地域ではいくらか増加し，高緯度地帯では滅少することが，観測デ

ータから知られている。このような変化は，赤道の温度の高い水よりも高緯度の冷たい水に二酸化炭素

がより多く溶けることを考えると理解できる。このために，高緯度地：方では大気はCO2の一部を失い，

それは海洋中に溶ける。溶けた二酸化炭素は冷たい深海流によって低緯度地帯に運搬され，そのあと大

気中に放出される。このようなメカニズムによって赤道と北極との間を運搬されているCO2フラック

スは2×1010トン／yrになる（Bolin　and正艶eling，　1963）。

　大気圏と水圏との間，また動物と岩石圏との間にでは，二酸化炭素ガスが定常的に交換されている。

　生物学的過程はCO2循環の主要な成分である。二巴栄養植物は，光合成に際して二酸化炭素ガスを

吸収する。吸収した二酸化炭素は，植物の活動（特に，呼吸過程）および他栄養生物の活動を通じて，

ほとんど完全に大気圏および水圏のなかに戻る。そしてごくわずかな炭素量が岩石圏内に貯えられる。

　火山噴火ならびに鉱物源などからCO2が放出されていることから分かるように，一定量の二酸化炭素

ガスが毎年地下深くから大気申へ供給されている。硅酸塩岩の風化過程ならびに種々な炭素化合物の形

成の時に二酸化炭素ガスが放出される。

　したがって，大気中のCO2収支には生物的リングと地質学的リングの二つがあり，それぞれで二酸

化炭素ガスの放出と吸収とが行われている。現在えられている資料によると，毎年の炭素循環のなかの

生物的成分は，この循環過程のなかの地質学的成分を量的に大きく上回っている。

　さきに説明した植物生産力に関するデーータを考慮すると，現在麺物の光合成による二酸化炭素ガスの

吸収は約3×1011トンになる。ほぼこれと同量のCO2が，呼吸過程ならびに生物の分解を通じて形

成されている。地殼深くから放出されるCO2はごくわずかで，それは約108トンである。ほぼこれと

同量のCO2がその他のいろいろな地質学的過程を通じて放出されている（Plass，1956；Muller，

1960；Lieth，　19631まカ》）o

　生物，生物生産物ならびに岩石圏は，二酸化炭素ガスの形で大気圏と水圏から吸収した多量の炭素を

含んでいる。岩石圏内に含まれている炭素量は二酸化炭素ガスとして約2×10！7トンになり，その主

要部分は石灰岩にむすびついている（Vi簸ogradov，1972）。

　ここに説明した二酸化炭素ガス収支成分と種々な自然環境内での炭素蓄積量の評価は，大変近似的な

ものにすぎないけれども，これらの資料からCO2循環の速度について若干の結論を導くことができる。

　大気中でのCO2ガスの平均更新年数は約10年である。岩石圏内に炭素蓄積が行われた期聞の長さは

非常に大きく，生物圏の存在期間の長さに匹敵する。

　地質学的大昔には，大気中のCO2濃度は現在の値と大きく違っていたと考えるに足る証拠が存在し

ている。これから，いろいろな形態での大気中への二酸化炭素ガスの放出量の総和と種々な条件下での

二酸化炭素ガスの吸収量の総和とは等しくなかったという結論がえられる。

　しかし，個々の年について見ると両総和項の差は，大気中の主な二酸化炭索収支項の絶対値にくらべ

てほんのわずかにすぎなかったといえる。たとえば，ここ100万年間に大気中の二酸化炭素濃度は1／2

に低下したと考えると，このCO2濃度の変化速度は光合成の年二値が毎年0．001％変化することに対

応する。

　すでに土で述べたように，酸素ガスならびに二酸化炭素ガスは徳環系のなかを回っていて，そのなか

には生物およびその活動生産物とそれらのガスとの間の相互作用が含まれている。この楯環のなかで，

酸素は自己栄養植物の光含成過程で生産され，有機物の酸化の場合に消費されている。上に説明したデ
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　一タによると，光合成によって毎年約2×1011トンの乾物量が生産されている。このうちの約3／4

は大陸上の健によ・て・残り絢／4は灘内の植生によ。て生産されている．この過程樋じて，

　毎年2×1011トンの酸素が放出されている。

　　馳渤におて象棋さ批騨の1まとんど蝿は，徽物の轍化にお・・て吸収されてしまう。

勤堀クルにおける蘇の供給ど肖費との差は誰積岩のなかに舗さ才、鮪二品量に相当して、、
　る　

　　いま研究の対象にしている物質綴内での酸素ガスおよび二酬ヒ炭素ガスの供給と7鹸の間のごくわ

ずかな違いは汰気の進化にと・て腫要堺町をも・ている．このわずカ・な供給と灘との差を長い

輔に臆すると・それら駄気中礎なか・帯側調徽大きさ随。てくる。

　　ある鵬における大気中の酸趨の変化1ま澱素の国縫（この量姓物的骸内での蘇の供給と

灘との差・および大気中での水蒸気の粉解とによ・て決まる）と消蝿住として、・ろいうな鋤

および地殼から放出されるガス類の酸化に用いられる）との差にひとしい。

　馳代における大気中の薩収支にと・て・配雑植物の禰によ。て生じ燈素の余剰分が議

をも・ていたことについては・なん憎し・もない．太陽の紫簿簾の三下での水蒸気肝の柵解

による醸形成が」・の倣にどのような影響を与えたかという聴は灘である。

　糀までの蹴でな・さ批光癬過程の定量醗価は，それぞ緋常に違。て・・る。例えば，Ber㎞er

とMarshall（1965　a，b；1966ほか）は，光合成がない場合，水蒸気の光分解を通じて形成される酸

縄は汰気中に難ある量の・・1％以下にすぎないと凹している．ごくわずかな騨量でも光癬

過程雌行に厳寒外鰍射の・ペク・・レを吸収してしまうという・と赫して・・る《ユーリー蘇》

は，上記のような評価にとって大きな意義をもっている。以上のような酸素の遮蔽作用のために，ある

程度多量の酸素の蓄積は不可能になる。

　その後・Bi・t…（1961）とB・i・㎞・・（1969）は欝気の四脚凹凹果を評価し，光鍼過程の

結果に匹敵するといっている。

光舗渤の難に勉つ蝋の物学的および噸学的講程の特徴は，古い大気中心素がほと
んど完全に欠けていたこと渤語・ているので・難干桁されているレビ。一の大品では漉油は

大気中の糠の非常にわずかな徽を糸麟できたにすぎないと翻されてし・る。

こ蘭曲に立つと瀕生代における大気への譲な臓給灘光舗過程であ。たと総できる。

ス2　顕生代における大気の化学組成
堆灘内の徽炭素量に関するデータ鞭用すると・いろいろな鯛について生物的循環による醸

放出の情報をうることができる。

ソく麟塒には識殼から大気圏および燗内へ多量の炭酸ガ・が放出される．火焔塒には二酸

化炭素（CO・）ならびに一酸繊素（C・）が放出されるが，　C・は大気中の蘇との概作用によ。

て二酸化炭素まですぐに酸化される・有機炭柱積物への二酸繊素ガスの消費の1まかに，いろいろな

鋤嘱化ならび暇醗繊への二酸イヒ炭素の消費は早き臆義をも。ている。

種々な年代の糠岩内のCO・全量に関するデータを利用すると，いろいろな期闘こおいて大気圏と

水圏内に含まれていた自由炭酸ガスの消費を評価できる。

灘代に鮒る大気礎化の研究に必要なデータが，R・n・v（1959，・964，1976ほか）の行。献

魁の擁岩と畑岩に関する研究のなカ・に示されている．それ以前に懸された物よ磯一六搬

のデータが表71に示されている。

瀦ら（B・dyk・・1977・・B・d・k・・R・…，・979）の行。纐生代における大気の化学繊の

進化に関する研究結果を説明しよう。

表71に示されているデータから・難生代恥じて輔物中に・・×1・21gの有灘素が舗され
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たことがわかる。この間に約19．5×1021gの酸素の形成されたことが，簡単な計算からわかる。有機

炭素に関するデータは大陸上のみであるので，男生代を通じての酸素の実際の放出量は，海洋内での光

合成を考えると，上にあげた量より大きかったものと思われる。

表Z1　大陸上の堆積物の形成速度
（10219／百万年）

層　序　間　隔
絶　対　郊　代

P00万年 火　成　岩
堆積岩内のCO2
i有機炭素を除く）

ﾍ積物

堆積岩内の有機
Y素の堆積物

下部カンプリア紀

?部カンプリア紀

纒買Jンプリア紀

490－570

0．36

O．i8

O．14

0．45

O．32

O．32

0，009

O，005

O，003

オル　ドビス紀 435－490 α33 0．27 0，009

シ　ル　ル　紀 400－435 0．19 0．22 0，005

下部デボン紀
¥部デボン紀
纒買fボン紀

345－400

0．62

P．43

P．76

0．24

O．66

O．68

0，003

O，018

O，024

下部石　炭血
?・上部石炭紀 280－345

1．02

O27

0．70

O．30

0，022

O，010

下部二心紀
纒箔�??

235－280
0．95

O．35

0．61

O．23

0，009

O，005

下部三轡紀
?　部三島紀
縺@部三品紀

185－235

0．32

Pほ0

O．85

0．18

ｿ34
O．28

0，004

O，004

O，009

下部ジュラ紀
?部ジュラ紀
纒買Wュラ紀

｝32－185

0．33

O．38

O．31

α31

O．39

O．40

0，016

O，033

O，028

下部　白　璽紀

纒煤@白　亜紀
66－132

α67

O．65

0．35

O．44

0，023

O，018

暁　　　新　　　世

n　　　新　　　世

Q　　　薪　　　血

?　　　暫　　　世

N　　　新　　　世

2－66

0．31

O37

O．17

O．35

O．32

0．20

O．31

O．08

O．18

O．09

α012

O，020

O，017

O，019

O，014

　上に旛訳したように，現代における水体内の金光合成は陸上の光合成より薯しく少ない。現在えられて

いる資料によると，ここ1，5億年間に海洋の堆積物内に蓄積した有機炭素量は陸地上に同期間に蓄積し

た有機炭素量より著しく少ない（RonOv，1982）。

　水圏内での同化生産力が最も早いのは大陸棚上の浅い水域内であるので，陸上での有機炭素の堆積に

関する資料は，第1近似として顕生代における酸素形成の地球過程の動きを反映しているということが

できる。

　現在の大気は1，2×102三9の酸素を念んでいるので，顕生代を通じて放出された全酸素量の90％以

上が無機化倉物の酸化に使われてしまったと結論できる。

　大気中の酸素質量の時質的変化dM／dtは次式によって求まる。
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　　　　dM
　　　一　一　A－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7．1）　　　　dt

　　ここでAとBは酸素の供給速度と消費速度である。いろいろな時期の酸素供給値Aは，堆積物内の有

機炭素量に関するデータから計算できる。

　無機膿の酸イヒによる藤消蝿Bを評イ面するにあた・て，・の野州は一定でないことを心す

る必要がある。この速度は大気中の酸素質量に関係していて，大気中に酸素がない時にはゼロに近く，

大気中の酸無量の増加につれて増大した．このような変イヒを考えると，B一。Mと近似的に表わすこ

とができる（ここでαは比例係数である）。

　初期条件としてMζMoとおくと，（71）式から次式が求まる。

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　M｝r（M・下）・x・（　・・）　　　　　　　　（・・）

　表71に示されている有機炭素量のデータおよび上式を用いると，顕生代における酸素質量の変化を

計算できる。このような計算を進めるには，下部カンプリア紀の初めにおける酸素質量を予想しなけれ

ばならない・すると・下部カンプ1ノア紀の聞における瞬質量の変化を言博できる。講で求めた下部

カンプリア紀の末期の酸素質量は，次の計算すなわち中部カンプリア紀のための計算の初期値として用

いることができるだろう・したが・て・講に必要なパラメータM。のすべての値は二三代の裾り

に対応する最初の値を除いて，計算自身のなかで求まる。

　最初の値の選択は酸素質量の変化の計算結果に余り影響しない。例えば，カンプリア紀の初めにおけ

る酸素蝿についてこつの極端な値・一つはぜ・に近い，そしてもう一つは現在の値に近い値を仮定す

る。すると，オルドビス紀からの期間になると，両方の計算結果は事実上一致してしまう。

　このことを黙しながら・下部カン別ア紀におし・てはdM／dtの大きさは生物的循環内での藤

の供給より著しく小さかった仮定しよう。それゆえ，この期聞においてはM叢A／αとなる。

　酸素質量の変化を計算するには，パラメータαの値を決定しなければならない。このパラメータは活

発な火山噴火および造山運動の時代には大きくなりながら，時間につれて変化すると考えることができ

る。しかしながら，αの値の変化を考慮するのは非常に困難である。それゆえ，計算にさいしてはαの

平均値を利用せざるをえなかった・この平臥は難までの轍的酬を用し・ると計算法で評価できる。

特に，計算法で求めた顕生代末期の酸素質量は現在の大気中の酸素質量にひとしいという条件から，α

　　　　　　ヨー3．1×10　／yrという値が求まる。

　以上説明した酸素質量の計算法の基礎には，ここで利用した有機炭素の堆積に関する資料は地球全体

の値に近いという仮説がある。この仮定が計算結果にどのように影響するかを解明するには，それぞれ

の期問についてのこの値は全地球についての値に比例するが極くわずかな量にしかすぎないと考えて，

同じような計算をすればよい。この場合，酸素質量の変化速度は酸素の供給および消費の速度より・」、さ

くなるだろう・そして・この質量（M！で示す）はそれぞれの繭の徽炭素膿蜀こ比例する。

　酸素質量の変化の計算と同じようにして大気中の二酸化炭素ガスの質：量変化を求める場合，二酸化炭

素ガスの曲庇灘積物の形成への二酸化炭素ガスの全灘量に関係している・とを考えよう。大気

中のこ酸イヒ炭素ガスの蝿がわずかな場合には・沈灘積物の轍への大気三二三二素ガスの灘

はほとんどゼロに疎く，この消費量は二酸化炭素ガス濃度の上昇に伴って大きくなると仮定しよう。す

ると，ある単位時間内の堆積岩中の炭素質量は大気中の二酸化炭素ガス濃度に比例するという仮定を近

似的に利用できる。

　この場合の比例係数は，表71の資料から第三紀におけるCO2質量の変化を外挿する方法で求めた

鞭紀糊の糠物内のco還と難の二酬嵌素ガス灘批較すると，貼す・とができる。
　顕生代を通じての酸素ガスと二酸化炭素ガスの量の変化に関する計算結果が図71に示されている。
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曲線蟹とMノとはさきに説明した二つの計算法で求めた酸素質の変動を表わしている。これら二つの麟線

の比較から，二つは十分よく一致していることがわかる。これは計算に用いた地球的特徴に関する仮定

が計算結果に大きな影響を毒えないことを示している。
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図Z雀　顕生代における酸素量と二酸化炭素ガス量の変化

　この図から分かるように，顕生代初期における大気中の酸素質量は現在の鐙の約1／3であった。顕生

代を通じて酸素質量は増加したけれども，その増加は単調ではなかった。酸素量の第1圃自の著しい増

加はデボンー石炭紀に生じ，現在の値に達した。古生代末期には，酸素質量は滅少し，三十紀には古生

代前半にみられた値まで低下した。中生代の中頃に酸素量の第2回の著しい増加が生じたが，そのあと

著しく減少した。

　陸上植生が大規模に発達したデボンー石炭紀における酸素質量の増加は泣閉に価する。二畳紀ならび

に三愛紀の大部分を通じて酸素量が著しく減少したのは，多分この期聞に大陸上に乾燥条偉が広がった

ことに関係しているものと思われる。中生代の後半および新生代における大気中の高酸素濃度は，進化

の進んだ植物が広く広がり自己栄養植物の生産力が増大したことに大：方関係している。

　図7iの酸素量の変化に関するデータは，陸上ならびに海洋内での有機炭素の堆積に関する資料を用

いて行ったより詳細な計算結果（図72）と比較できる。この比較から，有機炭素の地球的収支を考え

ても，顕生代を通じての大気中の酸素量の変化の決定結果に余り大きな影響が生じないことがわかる。
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図Z2　群生代における酸素量の変化

　図71に示されている炭酸ガス質量の変化を示すCO2曲線から分かるように，顕生代の大部分を通じ

て二酸化炭素ガスの濃度は0．1から0．4％までの間で変化した。中生代末期に，二酸化炭素ガス濃度の

定常的な減少が始まった。とはいえ，この減少過程は単調ではなく，CO2質量の増加によって何回と

なく中断された。二酸化炭素量の最近の山下は鮮親世に始まった。その結果，CO2の現在の濃度は顕

生代早期に生じた低い値の平均値の数分の1という末曽有の低い値に達してしまった。

　大気申の二酸化炭素ガス質量の変動の原因を解明するには，単位期間内に形成された火山岩量のデー

タ（図71の曲線v）を研究しなければならない。火山岩質量の変化は火由活動レベルの変動を反映し

ていると考えると，六六代を通じて火山の活動は署しく変化したと結論できる。図から，火山活動はリ

ズミカルに変化し，その最大は約1億年の周期で生じていることがわかる。孚ikhonovおよび協同研

究者達（？ikhonovほか，1969）の報告に，岩石圏内での熱対流過程の理論的研究から，この過程は

約1億年の周期で加熱物体が地表近くに上昇してくるようなリズム的特徴をもっていると結論されてい

る。この結論は経験的データによってよく確かめられている。

　曲線vとCO2曲線との比較から，火山活動の変動は大気中の二酸化炭素ガス量に疑いなく影響した

ことがわかる。火山活動の最：も高い最大は二酸化炭素ガス質量の上昇を必らず伴っていた。新生代にお

ける振幅の比較的に小さい火出活動の変動が炭酸ガス質量の同様な変化に反映されているのは興味を惹

く。

　白亜紀の中頃から顕著になってきた火山活動の減衰傾向は，顕生代末期における大気の進化にとって

重要な意義を持っていた。火山活動の減衰は二酸化炭素ガス質量の滅少によっても確かめられている。

　上記のように火山岩質量の変動と空中の二酸化炭素量の変動との間にはかなりよい対応関係があるけ

れども，若干違いのある点もある。この違いはそれぞれの計算に用いた資料の精度に限界があるためと

思われる。すなわち，火山岩の質量は地殼から大気中へ放出された二酸化炭素量の闇接的鮨標にすぎな
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いことに主として原因している。

　直土説明した顕生代における大気組成の進化に関するデータは，いくつかの最近の研究のなかでなさ

れた大気進化の特徴に関する仮定と比較することができる。これらの仮定は間接的考察に基づいて作ら

れ，いかなる定量的計算にも基づいていないことを捲題しておこう。

　大気の進化に関する研究の総説のなかでは，さきに説明したBerknerとMarshalIの報告が利用さ

れている。この報告では，顕生代初期の酸素質量は現在の値の1％で，デボン紀において10％まで上昇

し，石炭紀には酸素量は最高に達し現在値の2～3倍に上昇したと仮定されている。

　石炭紀以後における炭素質量の変化に関するBerknerとMarshallの仮説の一つは注§に価する

（Berkner　and　Marshall，1965　a）。かれらの報告の図から，石炭紀に最高値に達したあと，二

経紀を通じて酸素量は減少し，現在の値よりかなり低くなったことがわかる。つついて，酸素質量は緩

やかに上昇し始めた。そして，中生代にはその値は環在値に近くなった。

　我々の計算データとこれらの仮定とを比較すると，定性的な面ではお互いに十分よく一致しているが，

BerknerとMarsha11の報告に示されている酸素質量の変動は著しく過大評価されているということ

ができる。また，彼らの報告で用いられている影戯代初期の酸素量は我々のデータにくらべて著しく過

小評価（約30倍）されていることを指摘しておく必要がある。この誤差の原函はすぐ分かる。すなわち，

BerknerとMarshallの評価は先カンプリア時代には多細胞生物は存在しなかったという仮定に基づ

いていた。彼らの観点から見ると，酸素濃度の低い大気中では嫌気的過程が卓越していたことでそれは

説明がっく。先カンプリア時代に関する現在の礒究から得られている結論一原生代末期には各種の多細

胞生物が存在していたという結論は，BerknerとMarsha11の仮定を否定している。

　BerknerとMarshanの硯究資料を利用している総説の著者達（R就ten，1971；C王oud，1974）

も，たとえ彼らの用いている酸素質量は矢張り過小評価であるけれども，顕生代初期の酸素質量が非常

に低かったという仮説を否定している。

　ブリタ旭浜百科辞典の最新版のなかの大気の起原に関する説明のなかで，Cloudは顕生代を通じて酸

素質量の大きな変動が生じたのは疑いないけれども，これらの変動の特徴はまだ明らかでないと述べて

いる。

　大気中の二酸化炭素ガスの質量の変化については，養生代を通じて二酸化炭素ガスの質：量は減少した

という推定が古くから出されていた。顕生代初期においては二酸化炭素ガスは大気の主要成分の一つで

あったことを考えて，各著者はCO2量の変化の編を過大評価した。大気中のCO2質量の変動に関す

るより正しい推定がRuttenの著書のなかに与えられている。彼は，畢生代を通じてCO2質量は現在

値の10倍以上の値にはならなかったと述べている。この推定は我々の研究結果とよく一致している。

　ロシア語で出版された彼のパンフレット（Garrls，1975）のなかで，　Garrlsが指摘している大気

中の二酸化炭素ガス量の進化に関する見解は注目に価する。彼は著しい低濃度では自己栄養植物は存在

しえないので，顕生代におけるCO2の最低濃度は現在の値の1／3以上であり，たとえCO2分圧の

土管を決定するのは露難であるが，多分それは0．1大気圧（1大気圧一1，01×105Pa）以下であった

と述べている。これとの関係で，Garrlsは，　CO2量の上限は現在のCO2量の100倍以下であった

と述べている多くの著者の意見を引用している。

　さらに，Garr王sはCO2濃度の予想変動幅を絆纏に縮め，日生代を通じて大気中のCO2含量は

0，0工～0．09％の範囲内で変化したと結論している。

　この結論は，難生代を通じてのCO2濃度の変動は大体10倍であったとする我々の先の結論と一致し

ている。しかしながら，我々の見出したCO2変化の下限と上限はGarrlsの示した値：より大きい。

　大気の化学組成の進化に関する最初の研究の一つはGrigofev（1936）によって行われた。かれは，

古大気中の二酸化炭素ガスと酸素の量は変化し，二酸化炭索ガスの変動の方が酸素量の変化より相対的

に大きかったという所信を発表した。地球の深層から大気へ供給されるCO2の流れが増大する場合，
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大気中のCO2濃度の上昇がバイオマスの増大または海洋内への二酸化炭素ガスの吸収によって著しく

弱められることはなかったとGrigorevは述べている。この報告で，古代の気候条件に対する二酸化

炭素ガス量の変動の影響が指摘されており・生物の進化にとっての大気中の酸素量の変化の意義に関す

る問題が設定された。

　定性的考察に基づいてなされた古大気中の酸素含量の変化に関する研究のなかで，Sochiv、とGli－

kman（1973）の研究は特記する必要がある。この報告には，進化過程のなかで生じたいくつかの大事

件に対する酸素量の変動の影響が研究されている。

　Hart（1978）は地球の全歴史期間について大気の化学組成の変化の定量的計算を行った。我われの

研究と違って，02とCO2の質量の変化を計算するのに，　Hartは沈澱堆積物の組成に関する経験デー

タは利用しなかった。そのために彼の求めた結論のいくつかは現実性が低かった。すなわち，顕生代に

おいて炭酸塩は岩石圏からの脱ガスには無関係であったと考え，彼は大気中のCO2濃度の変化はこの

時代なかったと結論している。実際には，現在みられる炭酸塩の主要部分は顕生代を通じて岩石圏から

放出されたガスから形成されたので，彼の結論は現実的とは決していえない。

　地質時代における二酸化炭素ガス量の計算結果は，気候変化の研究にとって大きな価値をもっている。

ここで引用したCO2丁目変化に関するデータは，第1近似として大気組成の実際に生じた進化をうま

く表わしていると考えることができる。この推測の正しさはいくつかの独立的な証拠で確かめられてい

る。まず第1に，計算で見出したCO2の最：大濃度は多くのケースにおいて火山活動が活発になった時

代に一致している。第2に，次に説明するCO2量の変動によってもたらされた気候変化に関する計算

結果は，過去の気候条件に関する経験的データとよく一致している。第3に，計算から求めた顕生代の

CO2の平均濃度は，光合成過程にとっての最適CO2濃度に近かった。これはより多くの二酸化炭素

ガスを含んだ大気の化学組成へ自己栄養植物適応しているという考えを証明している。第4に，計算で

見出したCO2濃度の変化範囲は，上に説明した沈澱堆積岩形成の法則性からCO2濃度は数倍変化し

たという予想とよく一致している。

フ：5　　圭地質時代の気候

古気候の研究方法

　遠い過去の時代の気候に関する情報は，過去の自然条件に関する資料の研究から得られている。沈澱

堆積物の形成，鉱物の風化，水管の発達，生物の存在は大気要因に関係しているので，これらの諸過程

に関するデータを利用すると，それぞれの期間の気候条件を評価できる。

　気候状態を解明するための地質時代の自然条件の資料の説明は大変な困難さを伴っており，そのなか

のいくっかは根本的なものを含んでいる。特に，このような困難さとしては，これらの研究においては

現実主義の原則を利用しなければならないことである。それは，現在実存すると同様な関係が気候とそ

の他の自然現象との間に過去においてもあったという仮定を採用することを意味している。たとえ同様

なアプローチは疑いがあるとはいえ，気候に関係している自然過程の多くは，種々な古地質学的指標を

用いると過去の気候条件の復元結果を独立的にチェックできる。それらの研究の部分的結果は幾度か討

論の対象になり，一層目研究が必要であるけれども，上のような事柄との関係で，古地質学的研究にお

いて確立された地質時代の気候条件のより一般的法則の確実性については疑う余地はない。

　古気候条件の研究にあたって，生物沈澱物の同位体組成の分析結果から求まる古温度の資料は，古地

理学的データへの重要な補足資料である。これらの資料の精度の評価およびそれの正しい説明の問題は

大変困難である。しかしながら，それらは古温度研究法の発展につれて次第に克服されている。

　過去の気候を研究する場合，堆積岩の形成タイプ，地形学的指標および化石植物相と化石動物相に関

する資料が用いられる。

　第1のアプローチの基礎には，現在よく研究されている気候要因と水成岩形成との関係がある。すな
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わち，暑くて多湿な気候条件では，不安定の鉱物の崩壊へ導く岩石の強い化学的風化が進む。乾いて暑

い気候条件では，化学的風化は余り強くない。そして，風および濃度変動の影響による岩石の破壊が大

きな意義をもっている。物理的風化の皐越している寒冷な気候地域では，化学的風化はさらに弱くなる。

そして化学的に不安定な鉱物が比較的に緩やかに分解する。

　水分条件は沈澱堆積物の容積および組成に大きな影響を与える。乾燥気候域では，これらの堆積物は

～般にわずかであるが，多湿な地域ではその量は増大する。そのなかで最も広いのは沖積堆積物である。

　石炭形成過程は気候条件に密接に関係しているので，化石石炭に関するデータは過去の気候復元に利

用できる。しかし，時代によって石炭の基となった植生の特徴が変化しているので，各時代の気候と石

炭蓄積との関係は著しく変化している。それゆえ，石炭に関するデータの解説は一定の困難さを伴って

いる。例えば，もしもデボン紀の多くの石炭は乾燥気候条件下で蓄積されだとすると，石炭紀における

石炭の形成はより湿った気候条件と関係していたことが知られている。

　轡師の気候の研究では，石灰岩，白雲石ならびに岩塩の地理的分布に関するデータも利用される。岩

塩の分野は古水体の気候条件の復元にとっては特に重要である。

　いくつかの場合においては，堆積岩の構造に関するデータは気候の季節変化の評価のために利用され

る。この種の最も有名な例は大陸氷河の周辺地域で形成されたリボン状粘土の研究である。夏に氷河が

融ける場合，水の流れはその表面から多量の風化産物を運び出す。そして寒下期には，これらの地域で

は微細な粘土物質のごくわずかな量が沖積される。リボン状粘土の成層構造を利用すると，それの形成

期間の長さを評価できる。

　降水量および氷床形成の状態の研究には，地形学的指標が広く利用されている。海洋の海岸線の位置

に関するデータは関心を集めている。このデータを利用すると，氷床の形成に使用された，または氷床

の融解によって海洋に放出された水量を評価できる。

　氷河の影響下で生じた地形の変化に関する資料は，氷河発達を示す基本的指標として役立っ。その他，

山骸の雪線の高さは過去の気候を示す：重要な指標である。雪線の位置は温度状態と降雨状態によってき

まる。

　古代の湖および古代の河谷に関するデータを用いると，水分条件に関して確実な情報が求まる。すな

わち，現在砂漠になっている地域の数多くの湖および河川の痕跡は，これらの地域で生じた水分状態の

大きな変化を証明している。例えばカスピ海のような内陸湖の水面変動のデータを利回すると，この湖

水への水の流入量，したがっていろいろな時代における流入河川流域の降水量を評価できる。

　過去の水分条件および温度状態の研究には，化石土壌の特徴に関するデータも利用されている。二二

内の氷久凍土の痕跡は寒冷気候帯の午下にとって丁重である。

　気候条件とくに水分条件と密接に関係している侵蝕過程の特徴に関する情報は，古気候の硯究にとっ

て役立っ。

　生物の地理的分葎とくに植物の分布資料は，過宏の気候の研究にとって大きな価値を持っている。こ

の：方法を用いると，植物が現在と余り大きく違わず，気候条件が現在と同じように植物の分布に影響し

たと思われる余り遠くない過去については，より確実な結果をうることができる。より古い三代になっ

てくると，古気候の復元に気象要因と現在の植物の活動との関係を利用するのは困難になってくる。そ

して，古気候の観究へ植物分布の資料を利干する可能性がせばまってくる。

　植物の化石花粉と化石胞子の分析法の利用は，ここ10年における大きな成果であった。この：方法を用

いると，一定の地域内の植生の組成の特徴を明らかにできる。この方法は，植物が現在に近かった時代

には容易に適用できる。

　気候変化の硯究への樹木の年輪データの利綱は注目する必要がある。年輪幅の変化を利庸すると気候

の短期的変動を明らかにできる。そして，年輪の構造は一般的気候条件を特徴づけている（例えば，石

炭紀沼沢地の樹木の年輪発達の弱いのは気候の季節変化が欠けていたことを誼明している）。
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　一般に，気候と動物の地理的分布との関係は植物のための同様な関係より弱いので，古気候の硬究に

化石動物相の資料を利用するのは困難が多い。とはいえ，そのような資料，とくに変温動物（温度調節

メカニズムを持たない）の分布に関する資料は，気候変化の他の研究方法にとって有力な助けになる。

気候条件の評価への動物の分布に関する資料の説明は・植物の分布に関すると同様に・それぞれの動物

の活動への気候の影響は現在生きている似た形をもつ動物への気候の影響に似ていたという仮定の上に

作られている。

　水中動物の化石沈澱衆中の酸素同位体180の含量から古温度を決定する方法は，古気候の研究にとっ

て特別な意義をもっている。軟体動物の貝殼および海洋生物の他の沈澱物内の160：量への同位体180の

量の比は，それらの生物が生存していた環境の温度に関係していることが確かめられている。今世紀の

中頃から始まった古温度決定の同位体元素法は，余り遠くない過去から1億年位昔までの期間の気候条

件の研究に広く利用されている。

　上に説明した気候変化の研究法を用いて得られた結果は大変省重ではあるけれども，過去の気候に関

する多くの情報は，比較的に現在に近い期間を除いて地表近くの気温状態，陸地の表面温度，水心の温

度に，また少しは陸地上の水分状態に限られていることを指摘しておこう。

　たとえ古地理学的データから気候以外の要素についても情報を抽出できるが（例えば，化石砂丘やバ

ルファンの形から卓越風の方向を評価できる），これらの情報量は上にあげた気候要素に関する資料に

くらべて少ない。

先カンプリア時代の気候

　最近まで，地球の歴史の長さの5／6を占めている期間一先カンプリア時代の気候条件に関するある

程度確実な情報はほとんどなかった。最近，先カンプリア時代の気候の研究において若干の進展がえら

れているけれども，現在えられているこの時代の気候条件に関する知識は，草生代の気候に関する画報

にくらべて著しくモデル的である。

　次に説明するような三つの事実は，先カンプリア時代の気候条件の評価にとって特別な意義をもって

いる。その第1は，いまを去る38億年以前から生物が先カンプリア時代を通じて地球表面上に生存して

いたことである。第2は先カンプリアの主要な時代を通じて大きな氷体が存在していたことである。第

3は，先カンプリアのいくつかの時代に広い範囲に広がった氷河が発生したことである。これらの事実

から，先カンプリアの長い期間を通じて，全地表面またはその大部分の温度は古い生物の生存にとって

好適な条件に相当する0～50QCという十分狭い範囲から逸脱することはなかったと結論できる。地球表

面の一部では時折り，温度は0℃以下になった。

　先カンプリア時代の酸素同位体に関するデータを用いてえた古温度に関する若干の結果が，Sagan

とMullen（1972）の報告に示されている。それらのデータによると，温度は280　Kから340　K：の間に

ある。これらのデータから，先カンプリア時代の大部分の期間を通じて地表の温度は次第に低下したと

推測できる。このような温度変化の原因に関する問題は本章の次節で触れる予定である。

　Frakes（1979）その他の研究者の提示した先カンプリア時代の氷河に関する現在の資料は大変興味

がある。

　先カンプリア時代の最初の巨大な氷河は，今より約23億年前の時代に発達したと推測されている。北

アメリカ，アフリカおよびオーストラリアに見られる氷河時代特有の地質層はこの氷河の発達を証明し

ている。これらの地域の氷河発達は1回ではなく何回かあるが，これは気候が約1億年の周期で変動し

たことを反映している。

　先カンプリア時代の末期に発達した巨大氷河はよく研究されている。それは9．5億年昔から6億年昔

までの期間にまたがっていた。氷河発達の最も顕著な痕跡は，その平均年代が約9．5億年，77億年そ

して6，15億年の三つの時期に関係している。これらの時期はそれぞれ数千万年続いた。これらの氷河面

積は，オーストラリアの大部分，アフリカ・アジア・北西ヨーロッパの多くの地域，グリーンランド，
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スピッツベルゲン，そして多分南アメリカの広大な地域を覆ったと考えられる。

　この時代の地形が余り明らかでないので，それらの氷河時代の氷床の相互位置を明らかにするのはむ

ずかしい。氷河地域の多くは高山地域にあったものと思われる。しかしながら，氷河の数が非常に多い

ということは，それらの多くが相互にむすびついていて巨大な氷床の一部のようになっていたことを証

明している。それは丁度第四紀氷河と同様に広大な低地上に広がっていた。

　先カンプリア末期の匿大な氷河の位置は，多くの陛下で古地磁気データを用いて決定された。これら

の研究は全く未完成であるけれども，氷河の大部分は多分ゴンドワナ大陸の低緯度地帯に分布していた

ことがそれらの研究からわかった。晩期先カンプリア時代の氷床の痕跡は，その当時氷河が惑星全表薗

に広く分高していたことを反映しているという仮説は，そのような条件では地球上の生命の維持が困難

なので，真実でないように思われる。

古生代と中生代の気饅

　Sinitsyn（1965，1966，1967，1970，1976）は，地質時代の水成岩形成，植物相および動物相

に関するデータの考察から，顕生代における気候変化の詳細な特徴を初めて明らかにした。Sinits弾

の報告で，出生代のいろいろな紀およびそれらの統について古気候図の組が作られた。それらの地図は

ヨーロッパ地域，アジアの非赤道地帯および北アフリカをカバーしている。最近，顕生代の気候に関し

て多くの新しい資料が霧られている。それらのなかでは，古温度の測定データが広般に利用されている。

残念なことに，多くの場合最近の研究は限られた地域を対象としていて，地球全体またはその大部分を

カバーするような古気候図は作られていない。

　次に説明する舟生代の気候条件に関する情報は，Sinitsyn，Frakes（エ979）およびその他の研究者

の書物の資料に基づいている。これらの硯究において，古生代初期の気候は先カンプリア末期の氷河時

代よりも署しく暑かったことが明らかにされている。北藤アフリカ（当時極の一つに近かった）のカン

プリア紀氷河に関するデータは地域的に限られていて，十分確実でない。オルドビス紀の末期およびシ

ルル紀の初期の氷河に関しては，より明瞭な証拠がえられている。これらの氷河の痕跡はアフリカ，西

ヨーロッパおよび北部アジアで発見されている。しかしながら，この場合でも氷河に関する確実なデー

タは，主としてアフリカの北警部で求められており，氷床の境界を決定するのは瞬難である。この氷河

の中心は極地帯にあったとだけ推測できる。

　著しく大きな氷河が古生代の後半期に発達した。すなわち石炭紀末期とこ懸紀の初期に発達した。ゴ

ンドワナ大陸の広大な薩積をカバーしたこの氷河は，オーストラリアとアフリカ，同様に南アメリカ，

南極大陸そしてインドに特に多くの痕跡を残している。多分，オーストラリアでは，氷河は二畳紀の初

期に最大の大きさに達した。それは現在の大陸の広さの約半分をカバーした。アフリカの氷河（その年

代決定は余り確実でない）は南アフリカの大部分を覆っていた。南アメリカの氷河はこの大陸の南東部

分に分布していた。ゴンドワナ大陸が実存していた時代には，この氷河は南アフリカの氷河と連なって

いた。

　晩期古生代の氷河作用の醗究は，大陸移動に麗する問題の解明に重要な意義をもっていた。現在の研

究では，この氷河作用はゴンドワナ大陸の西部（南アメリカの南）上で始まった。そのあと，この氷河

作用は東：方へ広がり，オーストラリアで完成した。このような氷河作用の動きは，この時代における南

極の位置の移動に対応している。

　現在えられているデータを利用すると，古生代の北半球の気候は余り大きくは変化しなかったと結論

できる。ゴンドワナ大陸の気候条件は，とくに晩期古生代の氷河作用期には非常に大きく変動した。こ

の氷河作用が惑星全体の気候条件を寒冷側へ変化させたのは疑いないことである。そして，最も署しい

温度低下は氷河作礪地帯およびそれに隣接した地域で生じたのも確かである。古生代の温度条件の評価

は近似的であるけれども，氷河作用のない時代の気候は低緯度地帯では非常に温暖で，高緯度地域では

温暖であったというに足る証拠がある。氷河作用がある場合でも，氷河作用帯の外およびそれの周縁地
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域の気候は温暖のままである。

　古生代において大陸の水分条件は薯しく変化した。特に，シルル紀末期およびデボン紀の前半には，

広い地域が乾燥した。デボン紀末期および石炭紀の前半の湿潤な気候条件のあと，石炭紀の後半には乾

燥条件の地域が新しく広がり，二等紀において強くなった。

　中生代の気候条件はかなり単調であった。濫度の季節変化の発達した高緯度帯では若千気温は降下し

たが，地球上の大部分の地域で気候は非常に温暖であった。

　早期三畳紀の気候は中程度に温暖であったが，中期三畳紀には温度が著しく一と昇し，それは長い聞続

いた。中生代末期の広野な乾燥地域は三塁紀にはさらに大きく広がった。多分，中期三愚書には乾燥気候

帯は全門生代のなかで最大の大きさに達したと思われる。乾燥気候帯の面積の縮少は晩期三盤紀に始ま

り，ジュラ紀まで続いた。ジュラ紀の古温度に関する現在のデータは矛盾していて，多くの場合正確で

ないけれども，南緯75度の憎体の表層の最高水温の決定結果は参照に価する。それによると，その海域

の表層水温は14℃であった。これは現在の温度よりも10℃も高い。これは中生代の高緯度が温暖な気候

であったことを示す古地理学的データと一致している。

　白亜紀に入ると，過去の気候条件に関する資料の量は急増してくる。それは特に同位体分析法で求め

た数多くの古温度データにむすびついている。

　早期白亜紀に，深層海洋水の濃度の若千の上昇一15℃から17℃への上昇が生じたことが明らかにされ

ている。晩期白亜紀には，この濃度は大体11℃まで著しく低下した。表層水温は現在より高かった。そ

して，中緯度地帯では，中期白亜紀の水温は大体28℃になった。

　古植物学的データはジュラ紀を通じ，そして白亜紀の初期にかけて気候暖化の傾向のあったことを教

えている。この暖化傾向は白亜紀の末期に寒冷化と交代した。

　白亜紀中期の平均気温は現在より10～15℃も高く，子午線方向の濃度勾配は現在の1／2であったと

Fr3kesは結論している。

　中生代末期に，比較的短期聞の3～5℃の温度低下が認められている。そのあと，暁新世の初期に，

それ以前の温度低下の振幅の半分に相当する気候暖化が生じた（Savi漁，1977）。

第三紀の気門

　第三紀を通じて寒冷化傾向が卓越した。最も著しい温度二野は赤道外の地帯，とくに極地帯で生じた

けれども，この寒冷化は汎地球的であった。

　第三紀の寒冷化は定常的ではなかった。すなわち，それは特配となくある程度長い暖化期聞によって

中断されたが，そのあと新しい強い寒冷化の波と入れかわった。

　図73は第三紀における潟町状態の変化の一般的特徴を表わしている。この図上には，三つの研究i報

告から求めた現代と第三紀内の各世の間での濃度差が示されている。第1の資料は北アメリカ西部のも

ので，古植物学的データに基づいている（AxelrodとBaily，1969）。第2は南半球の海洋底の炭酸

塩沈澱物の同位体分析資料の一般化から求めた（ShacMetonとKennett，1975）。第3は北海の南

部の海洋性軟体動物の沈澱物の同位体分析のデ「タに基づいている（Buc与ardt，1978）。曲線上の数

字は上に引用した報告の順番に対応している。三つの基線とも気候暖化は暁薪世に始まり，始新世に最

大に達したことを教えている。附帯世には，温度の急激な降下が発生したが，中新世において新しい気

候暖化と交代した。上にあげた研究報告の二つから，鮮新世にさらにもう一つの気候暖化のあったこと

がわかる。しかし，それは比較的に短く，厳しい寒冷化によって終了した。

　第三紀における三つの気候暖化の最高温度が次第に低下していることは注目に価する。図73のデー

タを晴間について平均化すると，鰐口紀を通じて温度は定常的に低下したという結論がえられる。同様

な結論が新生代の気候条件に関する現在までの研究，とくにさきに引用したSinitsynの報告でもえら

れている。

　より最近の研究で，その長さが100万年単位で測定されるような気候変動と並んで，1000年，1万年
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　　　　　　　図Z5　第三紀における温度状態の変化

1一古植物学的データ（北アメリカの爾部），

2一海洋生物の沈澱物の同位体分析（南半球の海洋），

3一海洋生物の沈澱物の同位体分析（北海の南部）。

および10万年といった時間聞隔の薯しく短い温度変動が数多く存在していたことが明らかになってきた。

このような短周期の変動は第三紀の末期において特に顕著であった（ZubakovとBorzenkova，1983）。

　現在えられているデータから，高緯度地帯での気候暖化と気候寒冷化の振回は赤道地帯の濃度変動の

振幅より4～5倍も大きかったことが知られている。このために，寒冷化が最も強かった時代には高緯

度地帯に氷床の形成が可能であった。漸新世には，南極の氷河作綱面積は著しく増大した。これは始新

世においては，多分別々の山岳氷河の形で存在していたものと思われる。中新世の末期には，南極氷河

作用の境罫は現在の広さに達していたものと思われる。そして，この氷河の体積は現在よりも著しく大

きかった。北半球では，最初の大陸氷河作用は，中新世ではアラスカに，鮮新世末期にはグリーンラン

ドとアイスランドに出現した。

第四紀の気候

　第四紀の気候条件はそれ以前の時代の気候にくらべて非常によく分かっている。ソ連でGeras圭mov

とMarkov（1939）によって始められた更新世の古地理学の硫究は，　Veriehiko（1973）らのソ連の

研究老達によって継承された。第四紀の気候はSchwarzbach（1950，1968），Fl　i批（1957），Zeuner

（ユ959），Fairbridge（1967），ZubakovとBorzenkova（1983）らの報告に示されている。

　第四紀の最後の短い期闇一完新世を除いて，第四紀のすべては更新世にあたる。この更新世の気候条

件は，温度の成帯性の比較的に弱かった中生代および第三紀の条件にくらべて大きく違っていた。更翫

世には，申緯度帯と高緯度帯で気候寒冷化が何回となく強化された。このために，巨大な大陸氷河の発

達が助長された。この氷河は何回となく中緯度に達する程広がったが，最後には高緯度帯へ退却した。

大陸氷河が発達した時期には，海氷の面積も広がり，広大な海域を覆った。第四紀氷河の数ならびにそ
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れらの年代は近似的にしか知られていないけれども，更：新世の事件の年代決定の精度は，現在非常に高

い。前世紀にアルプス地方でなされた研究成果を利用すると，四つの主要なヨーロッパ氷河作用一ギ。．

ンツ，ミンデル，リスそしてウルムを区別できる。その後の研究で，これらの氷河作用期のそれぞれは，

その間で氷河の消失したいくつかの亜期に分かれることが分かった。アルプスの氷河作用はヨーロッパ

および北アメリカの平地上に氷床の発達した時期でもあった。それらの氷床は高・中緯度の広大な地域

をカバーした。

　ヨーロッパ，アジアおよび北アメリカでの氷河の進出と退去は，ある程度同時的に生じたことが知ら

れている。このような一致は南・北両半球の氷河時代の間でもみられた。

　氷河作用時代における大陸一上の氷床は，より多湿な海洋性気候をもつ地域では非常に遠くまで大幅に

張り出した。比較的に乾燥した気候をもつ北方アジア地域では，その被覆面積はわずかであった。最も

強い氷河作用の時期には，北半球の大陸氷床は平均して北緯57度まで達したが，特定の地域では北緯40

度まで南下した。大部分の地域でその厚さは100ηであったが，かなりの地域で1kmまたはそれ以上に

達した。

　大陸氷河作用が発達した時には，海洋極氷の境界も当然大幅に南下した。このため，永久氷雪で覆わ

れた地域の総面積は，地球表面上でかなりの広さに達した。

　氷河の進出した各期において，氷河に覆われていない地域の山岳の雪線は100皿，時には1000皿また

はそれ以上下降した。

　以上のような現象とならんで，氷河作用時代には永久凍土帯の面積が大幅に増大した。氷河作用が発

達した時には，永久凍土帯の境界線は霊媒kmも低緯度へ移動した。

　第四紀氷河期の特徴は，厚い大陸氷床の発達によって世界の海洋レベルが現在よりも100－150η低

下したことである。温暖な間氷期には，海洋レベルは現在の位置より数窺上昇した。海洋レベルの変動

との関係で，海洋面積は現在の値をベースにして数％変化した。

　氷河時代の気候の特徴は，全緯度上で気温が低下したことである。温暖な間氷期には，気温は現在よ

りも高かった。しかし，その変化の程度は絶対値では氷河作用時代よりは小さかった。

　氷河作用に関係している降水状態の変化の問題は余り明らかにされていない。現在えられているデー

タによると，氷河作用時代における水分条件の変化は地球上の各地域で異っていた。これは氷河作用の

発達によって大気大循環システムが変化したことを証明している。このような変化は極と赤道との間の

温度差の増大に関係している。

　以上のような変化の弛に，氷河作用が最大規模に発達した時には，多くの大陸域で降水量は低下した

ものと思われる。これは気温の低下ならびに海洋面の広い面積が氷にカバーされて，蒸発量が滅少した

ためである。

完新世の気候

　更新世以後の気候変化は地球の歴史のなかでは非常に短い期聞の出来ごとである。この期間（しばし

ば完新世とよばれる）を通じて，いくつかの異なる気候条件の相が生じた。完新世の気候情報は第四紀

の古気候学に関する多くの研究のなかに含まれている。

　最後のウルム氷河期が最大に発達したのは，いまから約2万年前であった。そのあと数千年聞を通じ

て，この氷河作用の面積は大きく縮少した。そのあとの期間の気候は寒冷であったが，中緯度と高緯度

では特に寒冷であった。今から約し2万年前に著しい気候暖化（アレレード期）が生じた。しかし，こ

の暖化期間はかなりのスピードで寒冷化と入れ替った。気候がこのように変動した時，ヨーロッパの夏

の気温は数度変化した。

　そのあと気候暖化が復活し，ヨーロッパと北アメリカの氷河の最後の残りは今から5～7000年前に消

失した。この時期に，氷河後の気候暖化は最高に達した。今から5～6000年前の北半球の中緯度地帯の

気温は現在よりも大体1～3℃高かった。この時期には，大気大循環に明瞭な変化が生じたものと思わ

一150一



れる。薄氷の境界の北方への移動と平行して，亜熱帯高気圧帯はより高緯度へと移動した。このために，

ヨーロッパ，アジアおよび北アメリカの多くの地域で，乾燥帯が広がった。それと同時に，低緯度帯の

現在の砂漠地帯では降水量が増加した。その当時のサワラの気候は比較的に湿っていて，豊かな植物相

と動物相の生存が可能であった。そのあとは寒冷化の傾向が卓越した。この傾向は紀元前3000年間の前

半において特に顕箸であった。温度状態の変化と平行して降雨状態も変化し，次第に現状に接近してき

た。

　紀元後1000年間の末期から次の1000年間の初期にかけて，著しい気候暖化が生じた。この時期には，

極氷は高緯度地方へ後退した。そして，バイキング達によるグリーンランドの暗唱および北アメリカ大

陸の発見が可能になった。その後の寒冷化によって氷が再び進出し，グリーンランドの植敵地とヨーロ

ッパとの間の連絡路は途絶した。

　13世紀に始まり18世紀の中頃に終了した寒冷化は山岳氷河の広がりを伴っていた。この関係で，この

期聞はしばしば小氷期とよばれている。そのあと，例の気候暖化が生じ，氷河は後退した。18世紀後半

ならびに19世紀の気候条件は現在のそれにかなり似ていた。

　大陸翠煙上の大部分に一般気象観瀾網が展開されたここ100年間の気候条件の変動の研究は，現在生

じている気候変化の物理的メカニズムの理解にとって：重要な価値をもっている。

　測器観測時代を通じての最大の気候変化は，19世紀末期に始まった。それは全地球上で，すべての季

節を通じて気温が定常的に上昇するという特徴をもっていた。最も強い気候暖化は高緯度帯と本領季に

生じた。気候暖化は20世紀の三〇年代に加速され，30年代に最高に達した。その時，北半球の平均気温は

19世紀茱期に比較して大体0，6℃上昇した。40年代に入ると，暖化過程は寒冷化と交代した。この寒冷

化はつい最近まで続いた。この寒冷化は根当に弱く，先行した気候暖化の大きさには達しなかった。

　南半球の現在の気候変化に関する情報は，北半球の資料にくらべてその特色が弱いけれども，20世紀

前半には南半球でも気候暖化が生じたということができる。

　北半球での気温上昇は，北極の氷原面積の縮少，永久凍土帯の境界のより高緯度帯への後退，森林と

ツンドラの北限線の北への移動ならびにその他の自然条件の変化を伴っていた。

　気候暖化時に観測された大気降水状態の変化は：重要な意義を持っていた。気候暖化が進んだ時，水分

の不足する多くの地域で降水量が滅少した。特に，寒候季の降水量が減少した。このために河川流量は

滅少し，いくつかの内陸湖では水位が低下した。このなかで特に有名なのは，1930年代に生じたカスピ

海のレベルの急激な低下である。これは主としてボルガ川の流量の滅少のためであった。この他，この

気候暖化時代には，ヨーロッパ，アジアおよび北アメリカの中緯度帯の内陸部で広域皐魅の頻度が増大

した。気候条件のこのような変化は，多くの国の圏果経済に影響を与えた。

　現在の気候変化にかかわる問題の詳細は第10章で硯究する予定である。

Z4　気候変化の原因
気候変化の原因の研究

　多くの仮説が地質時代の気候変化の原因を明らかにするために提案されたけれども，現代ならびに地

質時代における気候変化の物理的メカニズムについて広く用いられるような意見はなかった。気候に関

する正確な理論の欠除および特劉観測による必要な資料が不十分なために，気候変化の原因に関する矛

盾的仮説は証明不能と考えられてきたし，様々な論議をひき起こしてきた。この分野における著しい進

歩は主としてここ10年間に達成された。それによって，親在では数多くの間違った提案を退けて，気候

変化の物理的メカニズムに関して基礎の確実な提案をえらび出すことができる。

　気候変化の原因解明に関する多くの研究で，二酸化炭素ガス獲度め気候に対する影響に大きな注旨が

向けられた。

　今を去る100年も前に，Tyndall（1861）は，水蒸気と同様に二酸化炭素ガスは大気中の長波放餐を
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吸収するので，二酸化炭素ガス濃度の変化は気候の変動をもたらす心配があると指摘した。

　その後，気候への大気中の二酸化炭素ガスの影響の問題にArrhenius（1896，1903）とChamber－

1in（1897，1898，1899）は注目した。彼らはCO2量の変化は第四紀氷河作用の原因であったかも

しれないと考えた。

　ArrheDiusは，大気中における放射フラックスの吸収を研究し，大気組成から地表近くの酸度を決定

するための数値モデルを提案した。このモデルを利用して，Arrheniusは2．5～3倍も二酸化炭素ガス

量が増加すると8～9℃も気温が上昇し，逆に38～45％CO2質量が減少すると4～5℃温度は低下す

ることを見出した。

　地質学的な研究資料を参照しながら，Arrheniusは現在大気中に含まれているCO2量は，過去に大

気中から吸収されて炭酸塩岩の形成に使用された二酸化炭素ガス：量に比べればわずかな量にすぎないと

いっている。このような検討から，大気中のCO2濃度は大幅に変化したとArrheniusは結論している。

Arrheniusの見解によると，このようなCO2濃度の変化は，気温に大きな影響を与え，それは氷河作

用を開始させたり，または消滅させたりするのに十分であった。

　Chamberlinの研究はこの問題の地質学的側面に主として向けられた。　C　O2収支を研究しながら，

Chamberliは，岩石圏かちの二酸化炭素ガスの放出は火山活動レベルおよび他の要因との関係で，大

幅に変化したと指摘している。地質学的過程による二酸化炭素ガスの吸収・消費も同様に強く変化する。

とくに，大気エロージ。ンに影響される大陸表面の変化との関連で大きく変化する。大陸表面が増大す

る場合には，風化過程に関係している二酸化炭素ガスの吸収・消費は増大した。

　Chamberlinは，エロージョンベースの増大と岩石の風化表面の拡大をもたらした造山過程の強化と

大陸の平均レベルの上昇，および大気中のCO2濃度の低下が氷河作用の発達をもたらしたと考えてい

る。この考えを証明するために，Chamberlinはいくつかの計算を行っているが，対象としている過程

のなんらかの定量的モデルを研究することはしなかった。

　その後，13～17μmの波長帯での二酸化炭素ガスによる放射の吸収帯内では，水蒸気による強い放射

吸収が起こることがわかった。これは温度状態に対するCO2濃度変化の影響が弱くなることを意味し

ている。

　この効果を考えながら，Callendar（1938）はCO2濃度が変動した場合の地表付近の温度変化につ

いてArr㎞iusの結果より低い値をえた。　Callendarのデータによると，二酸化炭素ガスの濃度が2倍

になると気温は1．5QC上昇し，温度へのCO2濃度の変化の影響は濃度上昇に伴って減少する。

　Mδller（1963）は大気の温度状態に対する二酸化炭素ガスの影響を研究した。そして，そのなかで

温度が変化すると一般に絶対湿度は変化するが，相対湿度は多少とも一定になるということに注目した。

気温士昇時に空気の絶対湿度がますと，大気中における長波放射の吸収が強化され，温度をさらに上昇

させる。Mbllerは，空気の絶対湿度を一定にしてCO2濃度を2倍にした時の地表付近の温度上昇は

1．5℃になり，相対湿度一定の場合の2×CO2時の気温上昇は前のケースの数倍になることを児出し

た。それと同時に，Mδ11erは温度状態に対するCO2質量の変化の影響は空気中の絶対湿度または雲量

の割合わずかな変化によって相殺されうることを指摘している。

　MaRabeとWetherald（1967）は，大気中のCO2濃度と気温との関係について詳細な研究を実施し

た。この研究のなかで，大気全体の熱収支を計算しないで，地表面の熱収支データだけから大気の温度

状態の変化を評価しているMbllerの計算の不正確なことが指摘された。

　ManabeとWethraldは，水蒸気，二酸化炭素ガスおよびオゾンによる長波放射の吸収を考慮して，大

気中における温度の鉛直分布を計算した。計算では，経験データから求めた空気の相対湿度の鉛直分布

を利用した。温度分布は，もしも温度の鉛直勾配が6．50C／km以下ならば，局所放射平衡条件によって

決まると仮定された。鉛直温度勾配の増大に対して対流過程の影響が効くので，上にあげた鉛直温度勾

配値は大気中での可能最大値と考えられる。
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　厳an＆beとWeもheraldは，雲量が平均条件の場合，相対湿度一定でCO2濃度の倍増は地表近くの

気温を2．4℃上昇させることを見出した。現在のCO2濃度が1／2に低下すると，気温は2．3℃低下

する。

　次報で，ManabeとWetherald（1975）は，大気中での水分循環，海洋内と大陸上（理想化した地形

条件で）での熱交換および大気の温度状態と雪・氷原との間のフィードバック関係を考えた大気大循環

理論の三次元モデルを嗣いで，気候への二酸化炭素ガスの影響を計算した。この硬究のなかで，二酸化

炭素ガス濃度の倍増は地表付近の平均気温を2．9℃上昇させることがわかった。気候理論のいろいろな

簡単なモデルを利用した最近の多くの砺究でも，上と同様な評価がえられている。

　二酸化炭素ガス濃度と大気の温度状態との関係の硬究によって，気候変化への二酸化炭素ガス濃度の

変動の影響の研究が可能になってきた。大気中の二酸化炭素ガス濃度の低下が新生代を通じての寒冷化

側への気候変化に対して大きな影響を与えたという考えは（Budyko，1974），顕生代を通じての大気

の化学組成の進化に関するデータによって確かめられている（Budyko，　i977；Budyko，Ronov，1979）。

これらのデータから，CO2濃度の変化は，中生代末期に始まり新生代を通じて続いた平均干潟の低下

をもたらしたという結論がえられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　第四紀氷河作用の発達の原因は，フランスの数学者Adhemar（1842）の研究によって明らかにされた。

彼は，地球回転の要素の変化が氷河作用の変化をもたらしたかも知れないことを指摘した。そのあと，

この考えはK：ro玉およびその他の硯究者によって研究された。なかでも，　M韮1翻kovich（1920，欝30，

194のはこの聞題をより完全な形で研究した。

　第四紀における気候変化を解明するたあ，Milankov重chは三つの天：文学的要素：地球軌道の離心率，

黄道への地軸の傾斜角ならびに地軸の歳差による歳差時，すなわち1年のなかで地球が太陽に最接近し

た日：の長期間変動の計算資料を利用した。天文学の研究のなかで，上にあげた3要素は，地球の運動

への月ならびに他の惑星の影響のために門門に伴って変化し，離心率の変化周期は約9．2万年，軸の傾

きのそれは約4万年，そして歳差の変化周期は約2．1万年になることが明らかにされている。

　ここにあげた3要素の変動は地球全体の大気圏外上に入射する太陽放射量には影響を与えないけれど

も，個々の季節に各緯度帯の獲得する積算日射量を大きく変化させる。

　Miiankov圭chは放豹状態と大気の温度状態とに関する近似理論を研究した。そして，上にあげた3

要素との関係で，中・高緯度帯の暖候季の地表付近の気温は数度変化しうることを明らかにした。

　一般に寒二季の温度変化は，夏の期間の温度変化と逆の：方向に動くという特性を持っている。しかし

ながら，経験的硬究から知られているように，氷河状態は（氷の融ける）暖候季の温度に主として関係

している。寒候季の温度条件は氷床にはほとんど影響しない。

　第四紀における天文要素の計算資料を利用しながら，M圭1ankovichは，主として氷河作用の発達した

地帯（60～70℃）での暖候季における温度優i下期間は氷期に対応し，温度上昇期悶は間氷期に相当する

と考えた。

　第四紀の気候条件と肝玉ankovichの計算結果との最初の比較はK6ppenによって行われた。彼は，

MilaRkovi　chの結論は第四紀氷河作用の歴史とよく一致すると結論している（K：δppen　andWegner，

1924）。その後も，このような比較が多くの概究者によって行われたが，その結論は矛盾していて，気

候への天文丁丁の影響に関する問題は活発な論議を引き起こした。

　Budyko（1968）とSellers（1969）は大気の温度状態に関する半経験的モデルが第四紀における気候

変化の原因解明に利用できることを明らかにした。これらのモデルのなかでは，気温と極氷との問のフ

ィードバック関係の温度状態への影響が定量的に考慮されている。

　第四紀氷河作網の発達の原因を研究するために，氷河作用の発達の数値モデル構築に関して若干の試

みが行われた。このモデルを絹いると，太陽と地表面との相対的位置関係が変動した時，極地域の氷床

面積がどう変化するかを評価できる。
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　多くの場合，これらの試みから天文要因は氷河作用の発達に影響しないという結論がえられた。これ

らの試みでは，大気の温度状態と極氷床との間のフィードバック関係が無視されていた。このフィード

バック関係を考慮すると，太陽に対する地表面の相対位置の変化は氷河作用の発達に著しく影響すると

いう考えをうまく導くことができる（Budyko，Vasishcheva，1971；Budyko，1972；Berger，1973）。

　半経験モデルを大気の温度状態の計算に用いた上記の研究の他に，気候理論のより一般的モデルを用

いて同様な結論がえられている（Saurez　and　Held，1976）。

　第四紀氷河作用の正確な年代学と高緯度：地帯で夏に積算日射量が減少した期聞とがよく一致すること

を明らかにしたHaysら（1976）の経験的研究は第四紀氷河作用の原因の解明にとって非常に重要であ

る。

　大気中のCO2：量の変動ならびに大気透明度の変化をもたらした火山活動度の変化は，気候に著しい

影響を与えた。CO2量の変動による気候変化のメカニズムは⊥に説明した通りである。主として現在

の気候変化に関係している火山活動と気候変化は本章の最後で研究する。

　上で説明した諸要因の他に，大陸の形，大陸と海洋底の凸凹，そして極の位置の変化は，遠い過去の

気候条件に影響を与えた。これらの要因と気候条件との関係の砥究はまだ不十分である。気候変化の物

理的法則に関する問題が，より詳細に次節で研究されている。

温度状態への熱流の影響

　気候変化を解明するには，主な気候形成因子の変動への気候の敏感度の確実な評価が必要である。地

球一大気システムの獲得する熱流は，地球の気候形成因子のなかで最も重要である。二流の大きさは，

天文学的太陽定数（大気上畷での太陽エネルギー流束）ならびに気象学的太陽定数（対流圏上面での太

陽エネルギー流下で，これは天文学的太陽定数が一定でも，短波放射流言を弱める成層圏下層内のエア

ロゾル量が変動するために変化する）の増加または減少として計量できる。気候システムの獲得する山

流の弛に，大気の化学丁丁の変化，特にCO2：量の増減は気候に関係している。CO2量は大気の温室

効果に影響してくる。

　熱流の変化への温度状態の敏感度を評価するには，パラメータ4T1がよく利用される。これは1％太

陽定数が変化した際の地表近くの平均温度の変化を表わしている。表72に種々な方法で求めた4T1の

値が示されている。

表Z2　熱流変化への温度状態の敏感度（4τ1）

気候理論の
P純化モデル

大気大循環

a@デ　ル
現在の気候変化

逸出放射の
?工衛星観測

＊1，2℃

磨魔P，5℃

磨魔P，4℃

＊＊＊1．5℃ ＊＊1，1℃

磨魔P．2℃

＊＊1，1～1．4℃

ｦ1，45℃

　＊Manabe　and　Wetherald（1967）

＊＊Budyko（1968，1979，1969，1977　c，1975）

〉財（＊Weもherald　and　Manabe（1975）

　※Cess（1976）

　小流の変化への温度状態の敏感度の具体的な最初の評価がManabeとWetherald（ig67）によってなさ

れた。彼らは，この計算を地球全体について行った。この研究では，気温，絶対湿度および逸出長波放

射の問の重要なフィードバック関係が考慮された。フィードバックの考慮は，この関係を無視して以前

にえられた値にくらべて，4T1の値は大きくなった。

　∠T1の値を評価するもう一つの方法は，さきに引用した三吟者の報告（Budyko，1968）に基づい

一！54一



ている。その報告には，地表近くの気温と逸出長波放射量をむすびつけている経験式が示されている。

この式が大気の温度状態の数値モデルのなかに組込まれた。このモデルでは二三状態と温度との間のフ

ィードバック関係の気温への影響も考慮できるようになっている。極氷の気候への影響は主として長い

留筆期間について重要になるので，その長さが数十年以下の現在の気候変化に関係している4T1の計算

では，その影響を考える必要はない。上にあげた報告のなかでえられた4鳴の値は1，5℃になる。入工

衛星による観測データを用いて逸出放射式内のパラメータを正確にした時には，4T1の値は1，4℃にな

った（Budyko，1979）。

　つい最近まで，気候の敏感度を評価するにあたって，太陽放射の吸収量および逸出長波放射量を変動

させる雲量と気濫との間のフィーードバック関係の影響をどの程度まで無視できるかという問題は明瞭で

なかった。

　この問題が多くの報告のなかで研究された。それらの最初の報告で，雲量増大吟地球アルベド増大→

吸収線豹量の滅少の地球平均気温への影響は，雲量増大→逸出長波放射の舎営によって相殺される可能

性のあることが分かった（Budyko，1971；Sch捻eider，1972）。しかしながら，以上の研究報告のな

かで解析に利用された経験的データは，この問題の解決には不十分であった。

　上のように相殺の可能性があるという結論は，下層気門と雲量に関する資料と人工衛星による逸出長

波放射の観測データとを比較した醸究でもえられた。下膨飾で行われたこのような比較から，雲量変化

は下属気温の地球平均値へ余り影響しないことが分かった（Budyko，1975；Cess，1976）。

　WetheraldとManabe（1980）は，大気大循環モデルを用いてこの問題を研究し，同様な結論をえてい

る。

　したがって，気候変動に伴う雲量変化を考慮していないモデルでも，川流変動への地球平均気混の敏

感度を現実的に評価できる。

　表72に戻って，パラメータ4鮎の値は若干別の独立した方法でもえられることを説明しよう。その

ような方法としては，大気大艦環モデルによる計算，現在の気候変化に関する経験的データを分析する

方法，そして下層馬子の資料と入工衛星による逸出放射観測データとを比較する方法がある。これらの

方法は，すべてよく～致する結果を与え，これらの方法で求めた4T1の値は十分現実的である。

　気候条件への二酸化炭素ガスの影響を計算するには，現在の研究では三つの独立した方法が利用され

ている（Budyko，ViRnikov，醗imov＆，1983）。その第1は気候理論のモデルを用いる方法である。

大気中での温度の鉛直分葎に関する放射一対流モデルを利用しながら，ManabeとWetherald（1967）は

下層気温とCO2濃度との関係について現実的な評価をえた。そのあと，気候理論のエネルギーモデル

から，二酸化炭素量と下層気温の緯度平均値との関係がえらび出された（8udyko，1974）。　この目的

のために大気大徳環モデルを利用することで，気候へのCO2濃度の影響の硫究が大編に可能になった。

次に説明するこの方向の報告で，各気象要素（気温，降水量，蒸発，土壌水分など）と二酸化炭素ガス

濃度との関係が発見された。多くの報告で，CO2量が増加した時の気温，降水量およびその他の気象

要素の変化が各緯・経度について計算された。これによって，そのような気象変化の地図の作成が可能

になった。

　気候への二酸化炭索ガスの影響を評価するもう一つの方法は，本章の第2節で説明した研究結果に基

づいている。さきに説明した研究に，地質時代には大気中のCO2濃度は現在より著しく高かったこと

が示されている。特に，新第三紀（現在より200～2500万年昔）には，大気中のCO2量は現在値の2

～4倍であった。新第三紀には，その他の気候形成因子（地表の状態，天文学的太陽定数）は現在とそ

う違っていなかったので，新第三紀の気候と現代の気候との違いは主として二酸化炭素量の変動によっ

て生じたと考えられる。二酸化炭素ガスの濃度が2倍になった時に，ソ連の多くの地域で気温，降水量

およびその他の気候要素がどう変化するかを地図化するにあたって，ま二野のようなアプローチが採用さ

れた（Budykoら，1978）。このような地図の作成にはSinnitsynの古気候研究の資料が利用された。
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その後，大気申のCO2濃度と気候条件との関係を解明するために薪第三紀の気候条件に関する特別な

研究が実施された。この研究でえられた結果は，気候理論のモデルによるCO2濃度上昇時の気温と降

水量の変化に関する計算結果と比較された（Budyko，Efimova，198エ；CO2濃度ま：昇の影響，1982）。

独立した方法によって評価した各気象要素はよく～致した。これは，これらの方法による気象変化の評

価が現実的なことを証明している。

　CO2濃度と気候条件との関係を研究する第3の方法は，現在の気候変化に関するデータの利用であ

る。19世紀末から大気中の二酸化炭素ガスの濃度は人聞の経済活動によってほぼ15～20％上昇したこと

が知られている（第10章参照）。現在までの計算から，大気中の化学組成のこのような変化は地表近く

の平均気温を少くとも0．5℃上昇させたと推定されている。

　今世紀における気候変化の経験的データを研究する場含，大気透明度の変動による気候変化からCO2

灘囎加によ破化を艦できることがわか・た～B・d・k・・1977・・Vi・・ik・v・G・・i・m・n・1981）．

この関係を利用すると，第3の独立した方法を用いで，二酸化炭素ガス濃度と気候との関係を砺究でき

る。

　もしも最初の二つの：方法が地表付近の平均気温が数度まで上昇する程度の気候変化の評価に利用でき

るとすると，第3の方法は気象要素の変化の絶対値が余り大きくない場合の三島に利用できる。例えば，

地球平均温度の100年間平均値からの偏差が0．5℃（絶対値で）以下という気候変化の場合にのみ第3

の方法は利用できる。

，大気中のCO2濃度変化への気候の敏感度を決定する方法はすべて近似的なので，第3の独立評価法

の存在は，実際の大気条件下で気候敏感度を明らかに決定するためには大きな意義をもっている。

　二酸化炭素ガスの濃度が先工業化時代の値の2倍に上昇した時の気温上昇に関するデータが表73に

要約されている。この表に示されているパラメータ（4孚。）のモデル計算結果は，二つのグループに分

けられている。その第1グループは気候理論の単純化モデルから，そして第2グループは大気大循環モ

デルからえたものである。

表Z5　CO2濃度倍増時の気温変化（4τc）

気候理論の
P紳モデル

大気大循環

a@デ　ル
現在の気候変化

地質時代の

C候変化
1，　24℃ 8，　2．9℃ 16．3．3QC 18．3．5℃

2．　2，5～3．5℃ 9．　3．9℃ 172．0～3．0℃ 19．3．4QC

3．　2．0～3．2℃ 10．　3．5℃ 20．2．8℃

4．　3．3℃ 11，　2．0℃

5．　4．4QC 12．　2．0℃

6．　3．2℃ 13，　3．0℃

γ　3．5℃ 14．　2．4℃

15．　2．50C

注：1，8，13－Manabe　and　We　therald〔1967，1975，1980）；

　　3－Augustsson　and　Ramanathan（1977）；4－Ramanathanら（1979）；

　　5－Kondratev　and　Moska圭enko（1980）；6－Hameedら（1980）；

　　7－Mokhov（1981）；9，10－H哉nsenら（1979）；11－Manabe　and　Stoffer

　　（1980）；12－Dymnikovら（1980）；14－Wetheraid　and　Manabe（1981）；

　　15－BryanらG982）；2，16，18，19－Budyko（1974，1977c，1979，1980）；

　　Vinnikov　and　Grosman（1981）；20－Influence　of　CO2　increase…（1982）。
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　表申のパラメータ4駆の値は完全には同質ではない。それらのいくつかでは，4孚。の決定に地球全体

のデータが，または北半球全体のデータが利用されている（461，3～7，16，17）。庵2，8，12は温度変化

の緯度平均値から求められている。他のグループでは，北半球全体（または北半球のかなりの部分）の

気温変化の空間的分布データ，または実際や模式化した地形をもつ惑星全体についての気温変化の空間

的分布データが綱いられている（癒9～11，13～15，18～20）。！％11，14では気候理論のモデルによ

る計算は気象要素の年変化を考えに入れて実施されている。他の場合には，計算には気象要素の年平均

値が用いられた。多くの理論的計算では，極の海氷の広がりを反映している地表面のアルベドと三度状

態との聞のフィードバック関係が考慮されている（あ2，8その他門千）。別の計算ではこの関係は無視

されている。経験データを用いてパラメータ4Tcを評緬する場合には，すべてのフィードバック関係

は自動的に考慮されている。

　表中のパラメータ」Tcの評価の大多数は，　CO2濃度の倍増条件について直接求められている。二

酸化炭素ガス濃度の上昇が任意の場合についての研究からえられた若干の値は，CO2濃度と温度差と

の関係は対数的特徴をもっているという仮定で，濃度倍増条件に変換された。

　表中の全データの4Tc平均値は3．0±0．5℃になる。同様な4Tcの値がアメリカの国立科学アカデ

ミーの会議の結論でも採用されている（Carbon　Dioxide　andαimate，1979；1982）。

　気候理論の最も詳細なモデルでの計算結果によると，パラメータ4？cの値は2．0～2，4℃になる

（表73の4611，14）。一方，大気大循環を著しくパラメタライズしたモデルでは，」Tcは約3．0℃

になる（表73の裾8，13）。　上のような結果から，その精度に限界のある補足パラメタリゼーション

の使用を必要とする気候理論モデルを精密にしても，気候形成因子の変化への気候敏感度の地球的特徴

量の確実性は必ずしも高まならないと予想される。

　天文学的太陽定数ならびに気象学的太陽定数が安定していても，気候システムの吸収する熱流は変化

しうる。特に，海洋面積の変化は地球のアルベドへ影響する。例えば，他の条件が一定でも，水体の表

面積が増加すると地球のアルベドは滅下する。

　上のような効果は地球一大気系のアルベド決定式を絹いると考察できる。地球一大気系のアルベドに

影響する積雪面積と氷床面積が変動すると，吸収太陽熱流に大きな変化が生じうる。しかしながら，こ

のような変化は一等に独立した気候形成因子ではなく，下層気温と気候システムのアルベドとの間には

フィードバック関係がある。そして，このフィードバック関係は現在の多くの気候理論のなかで考慮さ

れている。

　大陸の位置や海洋底の地形が変化して海流が変わると，地球一大気系内での熱流の再分配の変化が生

ずるものと予想される。海流システムの変化が気候にどう影響するかは多くの報告で研究されているが，

それは十分解明されているとはいえない。他の条件が一定でも海流による熱輸送が変化すると，個々の

地域の温度状態は変化すると思われるが，地球全体の平均気温は変化しないだろう（Budyko，1980）。

　気候理論モデルまたは経験的資料を用いて気候への二酸化炭素ガスの影響を研究した報告では，気候

への影響は高緯度地帯で一般に大きいという結論がえられている。

　北半球平均気温への各緯農帯の気温変化量の比が図74に示されている。図上で曲線1～3は大気大

循環モデルによる計算（1－Manabe　and　Sto血ffer，1980；2－Wetherald　and　Manabe，1981；3－

Manabe　andWetherald，1980），曲線4は古気候データ（CO2増加の影響…，1982），懸線5は現

在の気候変化の資料（Vinnikov，Grolsm翻，1982）からの結果である。1月と7月についての同様

な相対変化曲線が図75に示されている。ただし，古気候資料からの結果は北緯70度以下に限られてい

る。上に引用した全データから求めた温度変化の平均分布が図76に示されている。この図から分かる

ように，CO2濃度の上昇による高緯度地方の気候暖化（年平均値で）は低緯度地帯での気候暖化の大

体2倍になる。冬季の気候暖化はさらに大きくなる。

　図74～76のデータから，温度の絹対変化決定の各：方法は北緯60度以南の緯度帯ではかなり似た結
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　　　　および7月平均値（7月）の相対変化

果を与えると結論できる。北緯60度以北については，経験法は一般気候理論のモデルによる計算結果よ

りはCO2濃度上昇への濃度状態の敏感度についてかなり高い値を与える。この差は，気温へ大きく影

響する極地方の海氷形成のパラメタリゼーションへ高緯度地帯のモデル計算結果が密接に関係している

ことを反映していると考えられる。現在のモデル内でのこの関係のパラメタリゼーションは十分満足で

きるものではないようである。それは海氷の現状に関する経験データと計算結乗との一致が余りよくな

いことに反映されている。それゆえ，曲線4と5は，高緯度地帯では，気候理論のモデルによる計算結

果より濃度変化に関してより現実的な評価を与えるといえる。

　気温の緯度平均値の変化データ以外に，上に説明した方法を利用すると，CO2濃度が上昇した時と

工業化以前のCO2濃度の時の下層気温の差を，各地理帯ごとに決定できる。すなわち，大気大循環モ

デルを用いた研究で，CO2濃度が2倍・4倍になった時の気温差の世界地図が作成された。この他，

古気候データを用いてCO2濃度が2倍になった時の気温変化の同様な地図が作られている。また，現

在の気候変化の資料を用いて，比較的に小さい気候暖化の時の同様な地図が作成された。

水分循環への温度状態の変化の影響

　平均気温が上昇または下降すると，降水量も変化する。地球全体でこの関係を評価するには，次の考

察が利用できる。

　地球表面からの蒸発は次式によって決定できると考えよう。

E㎜A（qs q） （73）

　ここでAは比例係数，qsは蒸発面温度（θw）で飽和している空気の比湿，　qは気象観測レベルでの

空気の比湿。

　この式は惑星全体の表面からの蒸発の85％以上を占めている水面蒸発には正確である。また，全蒸発

量と水面蒸量との差の主要部を占めている湿った地面から蒸発にも，近似的にあてはまる。

　海洋土では，空気の相対湿度は割合に変化しないと考えると，（1－q／qs）一βは一定と考える

ことができるだろう。この条件下では，蒸発量への温度一蒸発微係数∂鷺／∂θの圭ヒは下のようになる：

　　　　　者・器一誌・舞籍　　　　　・…
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∂θw／∂θを決定するために，地球全体の地表面熱収支式を利用しよう：

R－LE十P （75）

　ここでRは純放射，Lは蒸発の潜熱，　Pは地表面と大気の聞の顕熱交換。⊥式は下のように変形でき

る。

　　　　　R二LA（qs－q）十CpA（θw一θ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（76）

　ここでCpは空気の定圧比熱。

　θについて（76）式を微分すると，次式が求まる

∂θW 1

∂θ 1÷（L／．Cp）β（∂qs／∂θw）
（77）

　これを導くに当って，温度が変化しても地表面の純放射は一定と仮定されている。実際には，この量

は温度変動で若干変化するけれども，この変化は比較的に小さい。

　（74）式と（77）式から，次式が求まる。

　　　　　　　　1　　　　∂qs

．と璽．　　qs　∂θw
猛∂θ @1＋■Lβ
　　　　　　　　Cp

∂qs

∂θW

（78）

　この式を用いると，地球平均温度と蒸発との関係を計算できる。観測データからβ一〇．2とすると，

1℃平均気温が上昇すると蒸発は4％増加するという結論が（78）式から求まる。地球全体の降水量

は蒸発に等しいので，この関係は気温と地球全体の降水量との間にも同様な関係のあることを示してい

る。

　ここに説明した関係は，大気大循環を詳細に考えた気候理論の数値モデルをこの目的に利用した

WetheraldとManabe（1975）の研究結果と比較できる。このアプローチを用いて，彼らはさきに説明

した計算において用いられているいくっかの単純化した仮定を取り除くことに成功した。特に，彼らは

温度変動に際しての空中の相対湿度一定の仮定を取り除いた。彼らのえた結果は1℃の温度変化で蒸発

（したがって降水）が3％変化することになる。この結果は単純な計算からの結果と余り大きくは違っ

ていない。

　大陸では温度とβの大きさは無関係であるという仮定は実証されてはいないことを指摘しておこう。

これは，温度が上昇すると陸地の可能蒸発（蒸発ポテンシャル）は増加することから説明がっく。もし

も，このような場合に海洋からの水分流束が一定のままであるならば，蒸発が増加するために表層土壌

の平均水分含量は低下し，その結果空中の相対湿度は減少する。すでに指摘したように，気候暖化時に

は，中緯度地帯での水蒸気の水平輸送が減少し，上にあげたような効果が強化される。

　したがって，気候暖化は大陸域の大部分で降水量を減少させる。この法則は前世紀末期にBriic㎞er

によってすでに明らかにされていた。その後，ユーラシア上での暖候季（Drozdov，　Grigor勧，1963）

および北米大陸の大部分で各季第について（C工AP，1975），温度と降水量との聞に負の相関のあるこ

とが発見された。

　広い大陸上の降水量の分布に対するCO2濃度変化の影響を解明するには，いろいろな方法を利用で

きる。CO2濃度が0，03％の場合と倍増した場合における各緯度帯の年間降水量の差の緯度分布が，図

77に示されている。図上の繭線1は大気大循環モデルによる計算結果を（Manbe　and　St磁ffer，1980），

曲線2は古気候資料からの結果を（CO2倍増の影響…，1982），そして曲線3は現在の気候変化に関

する経験データからの結果を（vi㎜ikov，Groisman，1982）表わしている。これらの研究から見出さ
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れた降水量の変化値は，地表近くの地球平均気濃が1℃上昇した場合に相当する。

　図77上の3曲線がよく一致しているのは注目に価する。これはえられた結果が現実的なことを証明

している。図からわかるように，地球的に気候暖化が進むと，北緯：10～30度帯および北緯50度以北では

平均降水量が著しく増加する。北緯30～50度の地域内では降水量減少の傾向がみられる。ある具体的な

地域にとっては，陸地上の総降水量の変化の分布の問題が非常に重要である。現在，降水量の変化の分

痛データは，土にあげた古気候的研究および現在の気候変化に関する研究のなかでえられている。この

問題をより詳細に研究するには，現在までまだえられていないが，気候理論のモデルによるこの種の計

算結＝果が必要である。
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図Z7　大気中のCO2濃度上昇によって北半球が1℃暖化した場合における

　　　　降水量の緯度平均纏の相対変化

先力ンブリア時代の気鰻変化

　地質時代のいろいろな世における気候変化の原因に戻ろう。

　前節で指摘したように，先カンプリア暗代の気候に関する手持ちデータはわずかであるけれども，晩

期カンプリア時代を通じて濃度状態は現在にかなり似ていたが，中期カンプリア時代には多分現在より

かなり温暖であったと考えるだけの証拠が存在している。

　現在より著しく低かった太吉の太陽定数の変化は，先カンプリア時代の気候条件へ重大な影響を与え

た。Schwar3schild（1958）の報告に，太陽の進化にともなってその直径は減少し輝度は増加したと結

論されている。その後，地球の存在期間を通じて，その輝度：は60％増したと結論されている。より最近

の研究で，太陽輝度の増加は上の値より小さいとされている。そして，現在では太陽輝度は10億年に約

5％増加したと考えられている（Newman　a認Rood，1977）。

　上で指摘したように，太陽定数が1％増すと地球の表面近くの平均気温は約1，4℃上昇する。これは，

他の条件に変化がない時には，地球の平均気温は10癒年昔は現在より7℃，20億年昔は現在より14℃漫

然低かったことを意味している。気候の半経験的理論から，太陽定数が5～10％減少すると地球は完全

に氷河に覆われてしまうことになるので，先カンプリア時代の大気について《他の条件はそのまま》と
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仮定するのは正しくない。

　上に説明した計算で求めた値に比較して先カンプリア感応の気温が非常に高かった原因は，現在まで

何回となく研究されてきた。

　SaganとMullen（1972）の報告に，先カンプリア時代の温暖気候は湿室効果の強いアンモニアが原

飴大気中に存在していたためだという考えが出されている。しかし，多くの研究者は早期先カンプリァ

時代のように無酸素大気条件下でもアンモニアのような極めて不安定な物質は多く存在しえないと考え

ている。それゆえ，Sagan　らの仮説は疑われている。大気中に酸素が存在するようになったのは先カ

ンプリア時代の終了するよりはるか前なので，大気中に多くのアンモニアが存在するとはとても考えら

れない。

　現著者の報告（Budyko，1974）に，太古の温暖な気候条件は，大気中の二酸化炭素ガス濃度が現在

よりかなり高かったこと，および当時の地球のアルベドが月のアルベド（約0．07）のように低かったた

めに生じたと説明されている。

　第3牽で，短波放射と長波放射に対して大気が事実上透明になるようなガス組成をもっているとき，

地表近くの平均温度がどうなるかが計算されている。

　Stefan－Bo｝砿man式の計算によると，地球アルベドが0．07の時の．と記条件下での温度は，太陽定

数が今とひとしいときには，3QCになる。45億年昔には太陽定数は現在より22．5％低かったと考えると，

その場合の地球平均気温は一28℃に近かったということになる。

　もしも，その時代に地球が内部熱源によって加熱されなかったならば，以上のような条件は，凍始大

気の存在する時代においても，多分生じただろう。その後，地殼からのガス放出によって，大気中に水

蒸気と二酸化炭素ガスが増えてきた。このために，地球大気の温度は大幅に上昇した。その後，アルベ

ドの値が次第に増大してきたために，温度一と昇は若書緩和された。

　先カンプリア時代の大気中に含まれていたと思われる二酸化炭素ガスの量は，次のような非常に近似

的方法を用いると評価できる。10億年昔は平均気温は35℃で，地球のアルベドは現在と余り違っていな

かったと考えよう。その当時の太陽定数は現在値より5％低：く，4日目は3℃で，　CO2濃度と温度との

関係は対数関係的であったとすると，10億年昔の大気中のCO2量は現在より数百倍も多かったという

ことになる。えられた結果は，その時のCO2濃度は10％に近かったことになる（大気の質量を現在と

同じとして）。この二酸化炭素ガス量は地球の現在の濃度よりは著しく多いけれども，金星大気中の

CO2量のi／1000にすぎない。

　早期先カンプリア時代において，主として二酸化炭素ガスからなり水蒸気を含んでいる大気が形成さ

れたあと，水蒸気の凝結によって水餅の形成が始まり，そのなかに炭酸塩沈澱物が堆積したと考えるこ

とができる。地殻深部から大気中へのガス放出速度が低下するに伴って，沈澱物の形成への二酸化炭素

ガスの消費量は主として地殻内からのガス放出量に依存するCO2供給量より多くなった。このため，

大気中のCO2含：量は低下し始めた。本章の第2節の計算結果から分かるように，カンプリア紀初期の

CO2濃度は大気容量の10分類数％であった。すなわち，10億年昔の大気中に含まれていたCO2量よ

り著しく少なかった。顕生代を通じて，大気中のCO2量は減少し続けた。

　先カンプリア時代の大気中のCO2量減少過程は当然単調ではなかった。本章2第で示した顕生代の

資料から分かるように，火山活動度は大幅に変動している。そして，火山活動が活発になった時には

CO2濃度は上昇し，低下した時には減少している。多分，CO2濃度の急激な無下は前節で説明した先

カンプリア時代の氷河作用期に生じたものと恩われる。氷河作用の発達は，岩酸塩岩形成（水体の一部

が凍結したため），山岳の岩石の風化（氷による被覆のため）などへのCO2ガスの使用を減少させた。

このため，大気中のCO2濃度の減少は緩やかになり飴めた。その後，CO2濃度の上昇に転じた。先カ

ンプリア時代において，火山活動の低下は顕生代よりも極めて活発な火山活動期と交代した。これらの

火山活動の最大期は，CO2量の急激な上昇期ならびに自己栄養植物の生産力の増大による大気中の酸
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素含量の若干の上昇期（先カンプリア時代の後半）に対応していた。先カンプリア時代の大気中の最大

CO2量は顕生代における最大値より著しく高かったが，大気中の酸素量の上昇は余り顕著でなかった。

これは惑暗の原始的な光自己栄養植物群の生産力が低かったためである。それでも，先カンプリア時代

における酸素量の上昇は，生物とくにこの時期における多細胞生物の発生に重大な影響を与えた。

顕生代の気候変化

　顕生代における地表付近の平均気温は，大気中のCO2濃度の変化，太陽定数の増大および地球のア

ルベドの変動に主として関係していた。

　地表付近の平均気温へのこれらの因子の影響の計算結果を引用しよう（Budyko，1981）。計算では，

CO2濃度が現在値（0．03％）の2倍になった時，気温は2．5℃上昇すると仮定した。さらに，　CO2

濃度が上昇する時，温度は対数法則に従って変化すると考えた。

　地質時代と現在の地表付近の平均気温の差（4T）が三生代各紀について計算され，表74に示され

ている。この計算では，大気中のCO2ガスの質量変化，太陽放射の増加および地球のアルベドの変動

表Z4　各紀の平均気温と現在の平均気濃との差の変化

時　代　区　分

下部カンプリア紀

中部カンプリア紀

上部カンプリア紀

オル　ドビス紀

シ　ル　　ル　紀

下部デボン紀
中部デボン紀
上部デボン紀
下部石炭　紀
中㌧上部石炭紀

下部二　愛二

上部二盤紀
下部三畳紀
中　部三　盤　紀

上部三畳紀
下部ジュラ紀
中部ジュラ紀
上部ジュラ紀
下部　白　亜紀
ま二部　白　亜　紀

暁

始

戦

中

鮮

新

新

新

新

世

世

世

世

世

絶対年代
百　万年 CO2圃 一4S 一4α 4T℃・

545－570

515－545

490－515

435－490

400－435

376－400

360－376

345－360

320－345

280－320

255－280

235－255

220－235

210－220

185－210

168－185

153－168

132－153

100－132

66－100

58－　66

37－　58

25－　37

　9－　25

　2－　　9

0，27

0，蔑9

0．19

0．16

0、13

0．14

0，40

0．41

0．42

0．18

0．37

0．王4

0．11

0．20

0．17

0．19

0．23

0．24

0．19

0．26

0．12

0．19

0．055

0．11

0，055

0。028

0．026

0．025

0．023

0．021

0。019

0．018

0．018

0．016

0．015

0，013

0．012

0．01ユ

0．011

0．010

0．009

0．008

0．007

0．006

0，004

0，003

0．002

0，002

0．001

0

0．018

0．015

0．015

0．017

0．015

0．016

0．015

0．015

0．016

0．010

0．009

0．016

0．0至5

0．014

0．014

0．0王5

0．016

0．015

0，015

0．016

0．015

0．014

0．014

0．012

0．008

7．5

6．2

6．2

6．4

5，4

6，1

9．9

10．1

10．6

6，5

9．2

71
6．2

8，2

77
8．3

9．3

9．5

8．8

10．2

76
9．1

4．5

70
3．6
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と4丁との関係が考慮された。表中には，各署におけるCO2濃度，地質時代と現在との太陽放射の差

4S（現在の太陽定数鯵への比率として）・地球のアルベドの差4αが0～LOの単位で示されている。

ゴαの値を決定するにあたって，海洋面積の変動とアルベドとの関係，ならびに二鰻一石炭紀の氷河作

用時代と新第3紀氷河作用の時代については地球アルベドへの氷床の影響が考慮された。

　4τの値は，CO2濃度の変化，太陽放射の変化およびアルベドの変化によって生じた三つの温度差

の積算になると考えた。

　平中のデーータから，始新世までを含めての影野代を通じて地表付近の平均温度は，葬在より5．4～

10，6QC高かった　すなわち20．5～25，5℃であったことがわかる。漸新世，鮮新世ならびに半平世から現

在への移行期一第四紀を通じて，温度が著しく低下した。

　この表中の温度変化に関する計算結果は，地質時代の気候に関する多くの経験的硯究資料と比較でき

る。中生代の宋期と新生代については，同様な比較がCO2濃度の変動を考えての温度計算（Budyko，

1980），同様に地球アルベドの変化を考えての温度計算（Budyko，Efimova，1981）についてなされて

いる。これらの比較は，別の：方法で求めた地質時代の平均気温に近い結果を与えた。

　表75は表74からの4Tの値とSini　tsynの資料から求めた4T1との比較を表わしている。この

比較では，表74を作成するに際して利用した地質学的年代スケールとSinitsyn　の報告で用いられ

ている年代スケールとの若干の差が考慮された。表75から分かるように，いま対象にしている各時代

の4τと4Tノとの差の平均値は1℃以下である。

表Z5　地質時代と現代との聞における地球平均気温の差の変化

鮮　新世 中　新　世
暁新世一

@始新世
白　亜　紀

jT　℃
STノ℃

3．6

S．8

70
U．0

8．4

W．2

9．5

P1．0

　表74の4Tの時代的変化に関するデータは，種々な地理域での資料から求めた平均古温度の決定結

果と比較できる。籍生代および上部白亜紀についての比軟結果が図78に示されている。

　図にみられるように，全門生代を通じての気候変化に関する経験的データ（Yasamanov，1980他）と

CO2濃度変化からの計算結果とはよく一致している。

　上に説明した各資料は，顕生代における平均気温の変動が主としてCO2濃度の変化に，そしてわず

かながら太陽放射と地球アルベドの変化に関係していたことを証明している。

　上で指摘したように，CO2濃度が増加すると，地球表面上に降る降水量も増加する。これは，主と

して地表の平均気温の上昇のためである。地表温度は空気の絶対飽和比湿に関係している。CO2濃度

が上昇すると平均気温も⊥卜する。空気の柏対湿度は一般にわずかしか変化しないので，気候暖化は空

気の平均絶対湿度を増加させる。そうすると，鉛直気流によって対流圏上層に運ばれる水蒸気量も増え

降水量も増加してくる。

　その他，CO2濃度が上昇すると，地球の個々の地域の降水量は，大気大徳環およびその他の因子の

変化に応じて増加したり滅少したりすることが知られている。

　詳細な気候理論モデルおよびCO2濃度が極めて高かった時代の古気候データは，　CO2濃度が非常

に高い時の気温変化の決定だけでなく，降雨状態の計算にも利用できる。

　2倍のCO2条件下で北半球の大陸に降る年間降zk量の緯度平均値と工業化以前のCO2濃度下での年

間降水量との差の決定結果が，図79に示されている。曲線1はManabeとWetherald（1980）の報告

から，曲線2はユーラシア大陸についてのSini　tsynのデータから，そして曲線3はMuratovとSuetov

の唱導資料から求めた降水量の緯度平均値である。彼らは古植物学データを用いて，中部鮮薪世のヨー
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図Z8　経験資料から求めた地球平均気温の変化（4T）とCO2濃度から求めた計算

　　　　結果（4Tノ）との比較

ロッパと北アメリカの中緯度エ0地域の年間降水量を計算した。

　園から分かるように，三つの研究丁丁は十分よく一致している。これらのデータはより高緯度では年

聞降水量は増加し，より低い緯度帯では年間降水量が減少することを示している。これらの結果は，図

77に示されているデータの正しさを実証している。

　北緯40－50度帯で，隆水量が滅回するのは，多分降水量の少い亜熱帯高気圧帯の北上に関係している。

さらに緯度が高くなると，より気温が上昇して空中の水蒸気含量が増すために降水量は増大する。

　暫第三紀における大陸上の降水量の変化は主として大気過程の特徴に関係していた。それ以前の時代

には，安定した高気圧域および低気圧域の配置に関係している大陸の位置が極と赤道に対して相対的に

どう変化したかが，大陸の湿潤状態にとってはより重要であった。おそらく，大陸表藤の大部分が高気

圧帯内に位置した時代（特に，二懸紀と三愚紀において）があったものと思われる。そのような条件下

では，大陸部分の乾燥度が非常に強くなった。

　最後に，地球全体の濫度状態と巨大氷河作用との関係を説明しよう。表74から分かるように，瀬新

世から始まって鮮新世にかけて，地球平均気温はそれ以前の顕生代全期の気温より低かった。そのあと，

現在の気温はさらに大きく低下した。これが薪生代の氷河作嗣の発達因子と考えられている。断生代の

氷河作用は南半球で生じ始め，その後爾半球の高緯度地帯には長く存在していた（中緯度地帯では時折

り）。

　顕生代における二番目の巨大な氷河作用は，石炭紀末期と二盤紀の初期に生じた。表74から，もし

も中㌧と部石炭紀の温度が下部石炭紀のそれより著しく抵かったとすると，下部二愚紀においては濾度

は十分高かったことが分かる。オルドビス紀の末期からシルル紀の初期にかけて存在していた古生代氷
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図Zg　CO22倍時の北半球大陸上の年間降水量の緯度平均値と工業化以前の時代

　　　　のCO2濃度時の年間降水量との差の決定結果

　1－Manabe・Wetheraldの結果，2－Sini　tsynのデータ，3－Muratov・Suetov

　のデータ

河作用と温度変化との一致は若干よい。オルドビス紀の気温は非常に高くはなかったが，シルル紀の気

濫は，漸新世にいたるまでの全心生代を通じて最も低かった。

　氷河作用が発達した事実と表74の平均気温データとを比較する場合，三つの事を考えなければなら

ない。その第1は，表戸のデータの確実さが対象とする期間の古さが増すに伴って低下するので古生代

のデータは薪生代のデータよりも精度が低いということである。第2は，この表中で姥較的に短い期間

についての温度データは，新生代のみについて得られているということである。それより古い時代の温

度は1千万年の長さの期間についてであって，各時代の長さは氷河作用の存在した期間よりも長い。そ

れゆえ，たとえば，広大な面積の氷河作用が存在していた二畳紀初期の温度は，その末期には巨大な氷

河作用がすでに消失していた全下部二愚紀の平均温度より低くなっている。

　その第3は，中薪世には地球平均気温はかなり高かったにもかかわらず，大きな氷河作用（たとえそ

の面積は最大ではないけれども）存在していたということである。この原因は明らかである；もしも大

陸が，大気中のCO2濃度が過度に高くないという条件下で，半球の片方の高緯度地帯に分布している

ならば，以上のような氷河作用が発生する。気候理論の半経験モデルによる計算から，このような場合，

氷床のアルベドとのフィードバック関係の影響のためにかなり低くなっている氷河作用地域の温度は，

地球の他の地域の気候が温暖および非常に温暖な条件下でも低いままでありうることが分かった。

　ここで示した考えは，顕生代のいろいろな時代の気候形成の非常に一般的特微だけを説明している。

この問題をより詳細に研究するには，顕生代の各紀の実際の地形およびその他の気候形成因子を考えに

入れた大気大循環モデルを用いて，計算を進めることが望ましい。

一！66一



第四紀の気候変化

　第四紀の始まる前から，大気の化学組成と地球表面状態の変化による長期的な気候進化が進行してい

た。この気候進化のなかで，温度単帯性が強化され，中・高緯度帯では気温が低下してきていた。

　親第三紀において，大気申のCO2濃度の低下は気候条件に対して影響を与え，地球平均気温を数度

も低下させた。このため極地域の氷床は拡大し，地球平均気温そして特に高緯度帯の温度の一層の降下

をもたらした。

　極地方の大きな氷床の出現は，気候形成因子の小さな変化への温度状態の敏感度を著しく大きくした。

このために，それ以前は気候へ大きな影響を与えることのなかった太陽と地表面の相対的位置関係の変

化の影響によって，陸上および海洋一上の雪・氷床の境界の大きな変動が生ずるようになった。

　太陽と地球表面の椙対的位置関係を決めている天文学的諸因子の組倉せは氷河作用のスケールに主要

な影響を与えたけれども，大気中のCO2ガス濃度の持続的低下は，より早い時期のそれに比較してよ

り遅い時期の氷河作用が強くなるのを助けた。

　さきに指摘したように，天文学的因子としては地球の軌道の離心率，黄道面への地球自転軸の傾きそ

して歳差がある。これらの天文学的瞳子は周期的に変化し，各季節にいろいろな緯度帯の獲得する放射

量に若千の変化をもたらす。これらの因子の変化周期は1万年の桁である。天文学的因子は第四紀にお

ける気候変動に対して顕著な影響を一与えたと思われる。この結論を検討するには，外部気候形成因子か

ら氷床の状態を計算できる数値モデルを利用しなければならない。

　現著者（Budyko，玉968）は，この闘題を解明するために年平均温度状態を対象とする半経験的気候

モデルを利用した。このモデルによる計算から，後期ウルム期における放射状態の変化は北半球上の氷

床南限線を緯度にして1度南下させうることが分かった。これは実際に生じた氷床の移動よりは撫しく

小さい。暖候季の温度状態が氷河状態に主として影響するので，年平均濫度の変動を決定しても，氷河

作用への軌道要素の変化を評価するには不十分なことが分かった。

　その後の報告（Budyko・Vasishcheva，1971）で氷河期の気候条件の研究に，各季節における緯度

平均温度の分布を記述する気候理論モデルが利用された。天文学的要素の変動のため高緯度地方で暖候

季の日射量が著しく減少した時期について，極地方の氷床の境界線の平均位置をこのモデルで計算した。

　これらの計算からの若干の結果が表76に示されている。この表のデータから分かるように，太陽と

地球表面との相対的位置関係が変化した時に生ずる放射状態の変動は，気候の著しい変化をひき起こす。

この場合，惑星平均気温の変動は比較的に少いことがわかる。しかしながら，このわずかな変化は雪氷

の境界の著しい移動を伴っている。

　北半球上で極氷床が最も南下した時の平均南限緯度に関する計算結果は経験データとよく一致してい

るということができる。例えばL＆1nb（ig64）の報告に，最：大に氷河が発達した時，北半球の氷床の平

均爾限は北緯57度に達したと記されている。これは現在の条件に比較して氷床の南限線が15度も南下し

たことに相当する。計算で求めたこの纏は12度になり，Lambの示した値にかなり近い。

　最近，第四紀氷河作用に関する慶しい理論的および経験的研究が行われた。それらの報告で，氷期の

発達の物理的メカニズムを理解するために重要な資料がえられている。

　CL　I酸APの研究で，世界の海洋の各海域でのあるプランクトン種の分離データから求めた最後の氷

期の温度に関する多量な資料が収集された。これらの資料を用いて，海洋上層の峰町の世界地図が作ら

れた。この研究からの重要な結果は，氷河作用時には開水面の平均温度が現在より約2℃低かったとい

う結論である（CHMAP　Pro3ectMembers，1976）。この結論は，大気の温度状態に関する半経験

理論を用いてなされた研究の結論とよく一致している。

　計算結果と比較して経験的研究からの温度が若干大きく低下しているのは，氷溝作条の発達に伴って

地球表面のアルベドが増大したためであろう（Cess，1978）。この他に氷床の発達は，多分CO2濃度

の低下を伴っていた。それは同時に気温の鍾下を助長した（以下参照）。
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表Z6　氷期における気候の変化

氷　　期 　　0Sψ　，北 4ρo，南 4T　℃
ウルム皿 8 5 一5．2

ウルムIr 10 3 一5．9

ウルム1 11 2 一6．5

リ　スH 1i 0 一6．4

リ　ス1 12 一4 一7．1

4ψ，。 kと4ρ，。南一心半球と南半球の極氷床の平均

　　　　　　　　　　　限界緯度の現在値からの偏差

4T℃一北緯60度上での暖候期の平均気温の変化

　　Haysら（1976）の報告に，南半球の海洋内の有機堆積物の組成データから求めた過去45万年間の温

度変動と天文学的諸因子に基づいて計算した放射変動との比較が示されている。

　温鮫化酬の詳細鰍計解析から・…砕・…万年そして約・・万年細江をもつ明瞭鯛融
動の存在がわかった・・れらの鵬のなカ・の二品差の麹麟に瀦2は重池球自転軸の傾きの変動

醐に・そして第3は地球の臨髄の寓話率の麟醐に近い。

　このような瀦の一致に基づいて・H・y・ら1ま上にあ畑野文学的因子の変化は第四糊、河欄の発

達の主要な原因であったと結論した。

最近・過却砕をかけて形成され艀・・剛・内に気泡の形で保持されている空気の化学緻を明ら

かにする技術が大幅に発達してきた。この分析から多分温度状態の変化をもたらしたと思われるほどに

大きなCO・醸麟のあ・た・とが分力・つた．約2万年前は，C・，醸は・．・2％で，その薦しく

上昇したと述べながら・S・h・・iderとTh・mp…（1981）1赴言外のようなC・，灘の変イヒは氷期と後

氷期との間の平均気温差の約半分を説明できると考ええ。

　CO・灘の変動は・Mil・・1…i・hが研究し旧訳雌の温蹴態と氷床への太陽放射の比較的に

小さ咬化の辮を撫する鰍シ・テム内のもう一つの正の・，一ドバ。ク関係であるという。とが

できる。

この一回細こ研究するには三三の気泡内に閉じ・められてい腔気の分析から大気の化学繊

を決定する精度の向上が必要である。

氷期の気候条件に財る理論的研究のなかから，G・…（1976）とM。。ab，・H、h。（1977）の鮎を

あげておく腰がある・・れらの雛では汰気大畑モデルが羅の氷期の大気大獺の研究に朋

さ批・CH甑Pプ・ジ・クトでえられたデータを用いて麟上の嚴肺を与えな力翫彼らは氷
期の気候の多くの糖糊らかにした・すなわち，ぞ1・醐に購水量は著し倣少し，。のため大魁

には紛不足繊が広く分机てし・たという・と棚らかにした．・の結論は氷鱒代の自然条件に関

する経験的研究（Velichiko，1973）の結果と一致した。

第四紀氷河欄の蕪の原因を綱するために・多くの駿者達は騨な気健言念を糊した。これ

りのモデルは，利用に際して地質時代の気候状態の個々の要素について経験的データを与える必要はな

い・この方向での大きな研究をBerger（1973・1975，1977，1978イ也）が実施している．これらの硫

では汰気の醗状態に関する半一白勺モデルの言填から，白州・河チ禰の発達厭文学的因子厭

定的影響を与えたという結論がえられた．極なパラメタライズした気鯉論のモデルを用いて，Sa－

u「ezとH・1d（1976）・P・i1・rd（1978）は上と同様な儲をそ尋ている．この茄に沿。て展開さ批研
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究のなかで，更薪世氷河作用を具体的に説明するには，大気の温度状態と極氷との聞のフィードバック

関係を考えた気候理論モデルの使用が絶対必要であると指摘されている。

　特に，Schne　iderと孚hompson（1979）は，このフィードバック関係を無視して高緯度地帯の気温変

化を計算すると，温度差が過小評価され古気候データと一致しなくなることを明らかにした。

　CessとWronka（1979）は，氷河作用のもとでの気温変化をIEしく評価するには，温度変動と植生状

態によって決まる大陸表面のアルベドの変化との聞の正のフィードバック関係も考慮しなければならな

いと指摘している。

　氷河作用の発達に密接に関係している放射状態の3要素の変動に関して正確な計算を改めて行った研

究（Sharaf，Budnikova，1969；Vernekar，1972：Berger，1973，工976；他）は，氷期発生の原

因の研究にとっては大きな価値を持っている。

　吉地理学データから，CO2ガス濃度の低下による気候寒冷化のため，第三紀の中頃に極地域に氷床

が出現し，次第に大きくなっていったことが知られている。天文学的因子は，過大な極地方の氷河作用

が出現したあとにおいてだけ，気候に対して著しい影響を与え始めた。これが気候形成因子のわずかな

変化に対して第四紀の気候が雰常に敏感に反応した主な原因である。極地方の氷河作絹が存在しなかっ

た，またはわずかであった以前の時代においても，第四紀と同様に天文学的因子の変化は生じていた。

しかしながら，気候へのそれらの影響は比較的にわずかであった。

気篠に対する火山爆発の影響

　最後に，気候への火由爆発の作用の物理的メカニズムについて詳細に説明しよう。この作用はかなり

複雑で，多くの場合一意的でない。すでに指摘したように，火山活動度の変動は，大気中へのCO2供

給速度の変化による大気中のCO2量の変動を通じて気候へ影響を与えてきた。

　この他，爆発型の火山爆発は，大気上層に硫黄を含んだガスを放出する。すると，エアロゾル微粒子

一10μの大きさの濃硫酸微水滴一が形成される。数週間または数カ月の問に，これらの微粒子は成層圏

風によって，半球全域内に（もしも火回爆発が熱帯以外の地域で生じたならば），俵たは全地球上に

（熱帯地域の火山が爆発した場合）拡散される。

　火山エアロゾル微粒子は，高さ15～30kmの下部成属圏内に主として集中する。成層圏エアロゾル層が

形成された後，この層内の含有微粒子量は次第に減少し，1年閥に2～3分の1になる。

　この問題に関する多くの研究によって，火山性エアロゾルの気候への影響が弱らかになった。今世紀

初頭になされた研究（Savinov，1913；KimbaU，1918）によって，遠い所での爆発型の火山噴火心し

ばらくすると，地表面へ入射する太陽放射が急滅することが明らかにされた。

　図710に，1912年にアラスカの力トマイ火山爆発後における完全請天日の直達日射の月平均値：の変化

がその平年値への比として示されている。ヨーロッパと北アメリカのいくつかの日射観測所のデータか

ら作成した図上の曲線から，特定の月における直達日射の低下は20％以上になることがわかる（Budyko

19質）。その後，このような直達日射の滅衰の涼函一地表面への太陽放射フラックスを減衰させる遮光

幕を形成しながら，数年にわたって持続する硫酸微水滴の成履圏内での広がり一が明らかになった。

　大気下層の気温の変化が直達放躬の変動だけに関係するとすると，それぞれの爆発型の火山暖火は著

しい寒冷化をもたらすことになる。すでに説明したように，1％の太陽放射の滅衰は，三王，5℃の下履

大気の気温低下をもたらす。この条件があてはまると考えると，20％の放射減衰は30℃に及ぶ気温の低

下をもたらすことになる。

　しかしながら，大気下層の温度への痘達日射の変動の影響を弱める二つの物理的メカニズムが存在し

ている。その一つは，エアロゾルによる直達日射の三二のために散乱日射が増えることである。この心

綱のために，地表へ入射する全天鼠射量の減嚢は直達日射の減衰のわずか1／6になる。

　第2のメカニズムは地球一大二三の熱イナーシャの影響である。この系のイナーシャは海洋上層の

熱イナーシャ・に主として関係している。計算から知られているように，この因子は，1回の火山噴火
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後における放射減衰の温度への影響を大体10分の1にする（Budyko，1971）。　これらの二つの要因の

影響を考えると，大きな火山噴火後における下層大気の平均気温の実際の低下は0．5℃になる。この値

は爆発型の火山噴火後における気象観測所での年平均気温の観測データとよく一致している（Taylor，

儲」1　－Chen　and　Schneider，1980　）o
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図Z10　火山爆発後における直達日射の変化

　火山噴火の頻度の変化は，10分の数度になる平均温度の変動を伴う現在の気候変化に大きな影響を与

えている。この問題については，第10章の繁1節でより詳細に説明する。

　地質時代に生じた爆発型の巨大噴火のシリーーズは寒冷側への気候の大きな変動をもたらしたに違いな

いと考えることができる。

　ここ100年間に，約5個の爆発型の火山噴火が生じた。過去において火山活動度が非常に高いレベル

にあった期間が存在していたことは疑いない。もしも構造地質学的過程による火山活動の活発化，ま

たは10年間や20年聞における偶然の一致で，10個またはそれ以上の爆発型火山噴火が連続して起きるな

らば，地球平均気温の低下は数度に達しうる。太陽放射フラックスが長期間にわたって変化する場合に

は・温度状態への海洋の熱イナーシャの影響は小さくなる。もしも熱イナーシャの影響が小さいな

らば，火山噴火が連続するような場合の温度低下は約5℃に達することもあり褐る。火山活動度が増加

する時には，火山噴火の平均強度も増大するので，そのような条件下での温度低下はさらに大きくなり

うる。数百万年の間には，数一卜年の間に爆発型の火山噴火が10個まとめて起きることは何回もあったと

考えねばならない。このような大噴火の一致は大きな気温低下を当然もたらしたと思われる。どれ位の

期間で以土のような可能性が実現するかは計算できる。計算によると（Budyko，1971），その長さは

107～108年になる。このような気候寒冷化の生物圏に対する影響の問題は，第8章の第2節で説明す

る。

　現在の研究結果によると，火山の活動度が割合に短期間上昇した場合には，成層圏の透明度の抵下に

よって気候の寒冷化が，一方，火山活動度が長期にわたって高くなる時には，大気申のCO2濃度の上

昇のため気候暖化の方向への気候変化がみられることになる。

　次に，このような違いの原囲を研究しよう。

　長期聞にわたって気候変化がないような気候システムの定常状態時について，成層圏のエアロゾル量

および二酸化炭素ガスと下層大気の気温との関係を最初に研究しよう。
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　現在の気象観測データを用いると，火山活動度の変動への平均気温の敏感度を評価できる。ここ100

年間の気温変化の範囲は約0．6℃になる。大気の透明度が非常に高い時代には．成層圏内のエアロゾル

量はわずかであったので，ここ100年年の成層圏エアロゾル質量の平均レベルは0．3℃の温度低下に相

直すると考えることができる。成鷹圏エアロゾル濃度の十分広い範囲内で，下層大気の温度変化はその

濃度に比例すると考えて，次式を利用しよう。

　　　　4T’一一〇．3（αL1）　　　　　　　　　　　　　（79）
ここで4T’は成層圏エアロゾル質量が現在のレベルから外れた時の影響による下層大気の平均気温の変

化（℃），α！は現在の大気中のエアロゾルの平均量への成贋圏エアロゾル量の比。この場合の比例係数

は，すでに説明したエアロゾル濃度変化への気温の敏感度を決定しているパラメータに等しい。この場

合，比例係数は過去数十年間の無謬変動データから決定されるので，この係数への気候システムの熱イ

ナーシャの影響は割合に小さいと考えられている。

　これと同時に次式も利用できる。

　　〃　　　　lnα”

4T　；3
圭n2

（710）

ここで4ゲはCO2量が現在の値から外れた時の下層大気の平均温度の変化（℃），α”は現在の大気中

の値へのCO2量の比。

　この式は，2倍のCO2濃度への気温の敏感度を示すパラメーータとして先に引用した値を利用する時，

CO2濃度と気温との関係は対数的特徴になるという結論に基づいている。

　いま地球平均で見ると，炭素含有のガス量への硫黄含有の火山噴出物内のガス量の比は時間的に余り

変化しないと考えると，¢ノ翻♂一αとおくことができる。

　4T！十4T”＞0の条件では下層大気の温度は上昇し，逆に4T’÷4T”＜0では降下する。加

熱から冷去口への変換はα一αoの時，すなわち4Tノ＋4T”一〇の時に起きる。次式はこの条件に対応

している。

里nαo　　　ln　2

αo－1　　　工0
（711）

これからαoの値は約60になる。

　この結果は，定常条件でα〈60なる場合には火山活動度の高いレベルはより温暖な気候に，そして低

い火山活動のレベルはより寒冷な気候に対応することを意味している。パラメータαが60より大きい場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃合，この関係の符号の変化は多くの点で疑問がある。このような条件下では，（79）式および♂一磁

という仮定は不正確になってくるだろう。それは，このような場合には成層圏エアロゾルを形成するガ

ス量と温度変化との関係の直線性が弱くなると考えられるためである。これは，まず第1に，その濃度

が高い場合エアロゾル微粒子の質量の増大に凝集過程が制限的に作用することで説明される。次に，大

気光学の式から，エアロゾル濃度への短波放射フラックスの滅衰の比例性は，その濃度が余り高くない

場含においてだけ正しいことが知られていることにある。

　しかしながら，過去において火山活動度の平均レベルはしばしば現在より高くなったけれども，再生

代の長い期間を通じて現在レベルの数十倍になることはなかったと考えなければならない。特に，顕生

代における火成岩量の変動に関するデータから，個々の地質学的な紀または世における火山作用の変化

の振幅はα庸10なる最大値に相当すると結論できる。それゆえ，非常に大きい火山噴火に際しての気候

条件の変化問題は，長い期間の場合には重要でない。

　したがって，気候システムが定常状態の場合には，火山活動の活発化は暖化側へ気候を変化させると

結論できる。
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　最近えられた金星大気と気候に関するデータはいま研究している問題にも若干関係している。金星の

アルベドは地球のアルベドより著しく大きいので，太陽からの距離は近いけれども，金星の吸収する放

射量は地球のそれと大体同じである。しかしながら，主としてCO2ガスからなる濃密な金星大気の強

い温室効果のために，金星表面の温度は数百度に達している。硫酸微水滴からなる連続した濃密雲が金

星大気の上層にあるけれども，大気下層の強い加熱には影響していない。この法則性は，恥きに説明し

た気候システムが定常状態にある時の温室効果ガスおよびエアロゾル層の相対的役割に関する視点とよ

く一致している。

　次に，気候システム非定常状態な時の問題へ移り，例えば1年の間に火山活動度が大きく変動した

時に生ずる気候の変化を評価しよう。

　エアロゾル層による太陽放射の滅衰のため噴火後1年目の気温は次式に与えられだけ変化する。

∠1Tノ置一〇．3（αノー1）〆9 （712）

ここでβは温度変化への気候システムの熱イナーシャの影響を示すパラメータ（βは短い期間について

は0．0に，そして長い期閥については1．0に近くなる）。

　1年を通じて進行的に進む大気中のCO2量の増加は，火山噴火によって形成された二酸化炭素質量

の半分に近似的に等しいだろう（この結論は第10章で述べる二酸化炭素ガス濃度の入為的変化に関する

研究に基づいている）。すると，1年間に大気中のCO2量はCoからC－Co÷0，5Coレ（αL1）へ

増加する。ここで，レは一上部マントルからの脱ガスによって毎年作られる平均CO2量の大気中のCO2

ガス量への比。現在えられているデータから，現在地殼から大気中に供給されるCO2ガス量は約5×

1013g／yrになる（この値は，新生代末期における大気中へのCO2供給データを外挿する方法で求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きめた）。大気中のCO2量は2．6×10189であるとすると，1年の場合にはレは大体2×10　にな

る。

　次の関係を考慮すると

。〃。」≧。1＋。．，、（。L1）

　　　Co
（713）

下の関係式が求まる

　　　　3β
　　　　　　　ln〔1十〇．5レ（oニノー1）〕4T”一 （7．14）

1n　2

　上にあげたパラメータンの値を考慮すると，（712）式と（714）式から，絶対値がTノへの」T”

の比は1，5×10－4，すなわち非常に小さいことがわかる。

　したがって，単独の噴火に際して大気中に放出されたCO2の気候への影響は，火山エアロゾル層の

影響に比較して：金く無視できる。全く同様な結論が，たとえば100年というような長い期間火山活動度

が上昇（または低下）した時にも（712）～（714）式からえられるだろう。以上の結論は，現在の比

較的に短い自然的な気候変化への火山活動の作用のメカニズムについていま用いられている考えの正し

いことを証明している。

　長い期間については，（713）式は適用できなくなる。1000年およびそれ以土の期間について，大気

中のCO2濃度の上昇を計算する時には，炭酸塩沈澱物の形成に際してのCO2ガスの吸収速度を考慮

しなければならない。

　火山活動度の変動が気候暖化をもたらすような長い期間の問題を解明するには，さきに説明した地質

時代のCO2濃度変動の計算に用いた方法が利用できる。

　大気中のCO2ガス量の収支式は下のようになる。
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dC
一　一A－Bdも

（7エ5）

　ここでdC／dtはCO2量の時間に伴う変化速度，　AとBは二酸化炭素ガスの供給速度と消費速度。

　B一εCとおき，初期時間におけるCO2回忌Coで表わすと，（715）式からdC／dt－0なる定

常状態時には，次式が求まる。　　　　　　　　　、

　　　　A㎜B一εCo

そして非定常状態の時には次式が求まる

dC
π矧εC・一εC

（716）

（717）

上にあげた初期条件を用いると，（717）式から次式がえられる

　　　　C
　　　一一α一（α一1）exp（一εの　　　　　　　　　　　　　（718）
　　　　Co

　時間が十分に長い時には，気候システムへの熱イナーシャの影響は比較的に小さくなる。すなわち，

パラメータβは1．0に近いので，次のようにおくことができるだろう。

　　　　∠『Tノ罵一〇．3（αニー1）

　　　　　　　　3　　　　　C
　　　4T”一一ln－
　　　　　　　ln2　　　Co

4Tノ十」T”需0なる条件では，（718）式から下の式が求まる

α一1
εto㎜　h
　　　　　　o；一exp〔0．1（α一1　）1な2〕

（719）

上式から，温度状態へのCO2ガス量の変化の影響が成縢圏エアロゾルの影響に等しくなる時間間隔の

長さtoを発見できる。　toより大きい期間においては，火山活動度の上昇は気候を暖化させるだろう。

　（719）式から，パラメータαが0から20まで変化するとき，ε㌔の籠はα07～0ほ5の範囲内にあ

ることが分かる。

　toの値を決定するには，　B／Coに等しいパラメータεを評価しなければならない。上で指摘したよ

うに，新第三紀における炭酸塩形成に使用されたCO2ガス量の変化データを外挿する方法で計算した

現代におけるBの値は，約5×1013g／yrになる。　Coの値：を決定するに際しては，比較的に長い期

聞についての大気中のCO2ガス量の変化は海洋水内のCO2質量の変化を伴っていることを考慮しなけ

ればならない。CO2の地球的規模の循環に関与している海洋内のCO2ガス量を十分正確に評価するの

は大変むずかしいので，Coの値は大気中のCO2ガス量に近い，すなわち2．3x10！89になると仮定

しよう。するとパラメータεは約2×10－51／yrとなる。εtoの平均値をα10とすると，　toの値は

約5000年になる。この計算では海洋のCO2量の変化が無碑されているので，実際の％の値：は上の値よ

り大きいと推測できる。これとむすびついている計算誤差によって，地質学的な紀または世（すなわち

100万年号土の期間）における火山活動度の上昇は，常に暖化側への気候変化をもたらすという結論を

変える必要はない。これとは逆に，1000年間以下の期閥における火山活動の上昇は常に寒冷化へ導く。

　したがって，地質時代における火山活動度の変動は気候変化に大きく影響した因子であり，その影響
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の特微はそれらの変化の期間の長さで変わると結論できる。特に，1000年間および100庫聞にわたる火

山作用の強化は気候の寒冷化をもたらした。この結論は多くの経験的研究の結果と～致している。

　温度変動への火山作用の影響の解明にとって，Lamb（1970）の報告に示されているデータは興味が

ある。その報告には，火山噴火後の大気透明度の平均的滅衰を示す指標と種々な期聞についての温度異

常とが比較されている。Lambの指標は，1883年のクラカトア火山の爆発の影響を基準にして大気透

明度への火山噴火の影響を示す相対単位で表わされている。

　ここ100年における10年間平均北半球温度異常値と上にあげたLamb・の指標との間には，一〇．94とい

う絶対値で非常に高い相関係数がえられた。これは火山活動と温度変化との間に密接な関係のあること

を示している。ここ200年間について，Lambは10年間の期間について計算した大気の火山性混濁指数

とアイスランド沿岸の海氷量の変化とを比較した。これら両者の闇の絹関係数はα61になった。対象過

程の極めて近似的な特徴量を比較していることを考えると，この相関係数値は十分に大きい。

　より長い期間の場含には，この問題はグリーンランドと南極大陸の氷盾内の氷層の化学組成に関する

研究資料を利用して研究されている。いろんな年代の氷層内の硫黄化合物の含量が決定された。そして，

その量は，上に述べたように主として硫酸微水滴からなる火山爆発起原のエアロゾル粒子の質量を特徴

づけていると仮定された。

　このような方法で求めた資料が何回となく温度変動と比較された。特に，このような解析が，ここ1

万年闘に形成されたグ　一ンランドの氷の分析データを用いて行枕た（Ha㎜er，Clausen　and　Dan－

sgaard，1980）。この期間の最後の部分（約1500年）については，年輪気候学のデータから求めたカリ

フォルニアでの温度変動と火山活動の指標の変動とを比較することが可能であった。これによって，火

山渚動の活発化は広い地域で気温の降下をもたらすことが明らかになった。このような結論は上に説明

した考えを実証している。

　現在生じている気候の変化は大気透明度の自然的変動のみならず，入為的因子にも密接に関係してい

るので，これらの変化に関する問題は第10章でより詳細に研究する。
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第8章　生物の進化

8．1　進化の非生物的要因
生物の歴史の研究

　古生物学に関する報告に，ここ数百万年における動物および植物の発達の歴史を解き明かす広般な資

料が収集されている。この資料は，動物相および植物相の形成と交代の一般的特徴を示す主な古生物学

的な年代記録である。

　現在ある古生物学的年代表の完全さの問題は注目する必要がある。この年代表のなかに含まれている

情報量を特徴づけるために，現在の植物相・動物相の情報と過去の生物に関する手持ちの資料とがしば

しば比較される。

　たとえば，RaupとStanley（1971）は，現在知られている動・植物の種の数は百万以上であるが，実

際の種馬ははるかに大きく，約嘆～5百万種になると述べている。～：方，既知の化石生物の種数は大体

13万である。

　現存する種の平均生存地響は約3百万無であり，かっ顕生代を通じて種の全総数は変化しなかったと

考えると，この期間内に生存していた種の数は約10億ということになる。地質時代における種の平均数

は現在より少なかったので，10億という数字は明らかに過大評価であるけれども，この数は顕生代に生

きていた種の数のオーダに近い。

　したがって，発見されている化石生物の種数はそれらの全体数の約α01％と考えることができる。こ

の数字は極めてわずかなものであるが，地質時代の生物の形状に関する情報量は高等分類群の大部分を

発冒するのに十分である。野生代に生存していた動物の屑のすべては知られているという意見がある（

より高い分類群については触れない）。このような意見はとても正しいとはいえない。地質時代には，

その体の構造特性からみて，一つの高等な分類群へそれらをまとめうるような生物がいたけれども，こ

れらの生物の数が少なく，それらの占めていた生態的地位がわずかであったため，または残骸の化石化

の確率が低かったために，これらの生物の化石の発見が不可能であったというのは当然考えられること

である。それにもかかわらず，堺町代においてはその当時動・植物の非常に多くの高等分類群が生存し

ていたことが知られている。

　先カンプリァ時代の古生物学的年表は著しく不十分で，きわめて断片的である。したがって，過去の

植物相および動物相の交代の多少とも詳細な研究をするには，顕生代の吉生物学資料は重要な意義をも

っている。

　古生物学的年代表に関するデータを利用すると，生物のいろいろな群の発生と半減の歴史を表わし

ている系統樹を作成できる。一例として脊椎動物の系統樹が図8．1に示されている。脊椎動物のような

比較的によく研究されている動物群においても，系統樹の作成は多くの困難につき当る。それは省生物

学的年代表の不完全さのために，高等な分類群の広がり時期の決定に利用できる転移型の出現に関する情

報（＜欠けた環》）の不足に由来している。古生物学的奪代表の不完全さは，次節で詳細に述べる予定

の生物の絶滅の問題の研究にとっても大きな障署になっている。

　できるだけ詳細な古生物学的年代表の1乍成の他に，地質時代のある期間における生物の種々なグルー

プの広がりと絶滅の原因の解明にとっても，生物の発展の歴塑の研究は重要である。多くの研究がこれ

らの問題を解明するためなされてきたが，研究成果は現在でも完全な解決からほど遠い。

　古代の動物相の交代の原函を研究した多くの研究者の1人は，19世紀初頭の優れた生物学者，古生物

学と比較解剖学の創始老G．L．Cuvier（1769－1832）であった。彼の書物く地球表面上での激変につい

て〉のなかで，Cuvier（1812）は次のように記している。＜生命はこの地球土で危険な事件によって何

回となく振り回されてきた。数多くの生物が破局の犠牲となった。これらの種属は，自然研究考がやつ
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図8．1　脊椎動物の系統樹

と見分けられるような数少い化石だけを遺して，永遠に消え去ってしまった》。Cuiverは，破局は時

たまある地域の生物全体を絶滅させ，そのあとそこには地球の他の地域の動物と植物が移動してきたと

考えた。広く流布していた意見に反して，破局のあと新しい生物が生まれてきたとはCuiverは考えな，

かった。このような関係で，彼の思想から，それぞれの生態的破局のあとは種の総数が滅少したという

考えが生まれた。

　Cuiverの思想は，彼の書物に引用されているLaplaceの書物く世界システムの説明》（1796）に示

されている見解に多分もとついている。その書物のなかで，Laplaceは比較的最近までその意義が取り

上げられなかった小天体の移動の重要法則を指摘した。彗星のような小さな天体が地球と衝突する確率

は，小天体の大きさは宇宙の広さに比較して小さいので，短い時間間隔（地球の存在期間に比較して）

においては小さいとLaplaceは述べている。しかしながら，　Laplaceが指摘しているように，時間が十

分な長さになると，この確率は大きくなり，そして小天体と地球との衝突は事実上避けられなくなって

くる。

　Laplaceは，このような衝突によって大規模な地震と洪水とが発生し，陸地は水浸しになり，生物の

壮大な絶械が生じたと考えた。

　Culverの見解は地球の歴史を通じての生物の変化に関してそれ以前に出されていた考えにくらべれ

ば，かなり進歩していた。連続的な動物相の組成に大きな変化が生じたと考えながら，Cuiverは過去

に生存していた生物に関する科学的一骨生物学の創造の可能性を指摘した。すでに何回となく指摘した

ように，Cuiverの思想はきわめて進化的であった。　Cuiverの特別な功績は，決定論的な過程として連

続的な動物絹の交代を研究することを志向したことである。そして彼はこの交代の原因の解明を試みた。

　その後，古生物学的資料の収集から，地質時代を通じてそれまでの生物が絶滅したり．それまでい

なかった新しい生物種が出現したことが分かった。これに関連して．Cu玉verの後継者達（D／Orbigny，
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Agassizら）は，各破局のあと新しい生物が生まれたく創造時代》が続いたという考えをCuiverの思

想ζこつ‘ナ方爬え≠こ。

　Cuiverならびに彼の後継者達の見解は，まもなくLyeU（1797－1875）の影響によって否定された。

Lyellの主な報告く地質学の基礎》（1830－1833）は，現在地殼に作用していると同様な地質学的要因

の影響のもとに，地圏は緩やかに，しかも定常的に変化しているという考え（現在主義）に基づいてい

た。

　このアプローチは数多くの地質学的過程を解明したので，LyellはCuiverの破局理論は無用なもの

と考えた。

　地球科学の進歩にとってのLyeUの研究：方法の卓越した価値は認めるけれども，生物圏および地圏に

影響を与えている要因は変化しないという彼の（特にその後継者達の）仮定は余りにも誇大視されてい

ることを指摘せざるをえない。この誇大視は現在主義の極端なタイプー斉一観において特に著しい。こ

れは過去と現在における地質学的過程の聞には質的な違いはないと考えている。そのあと，地圏の形成

過程の解明に現在主義的アプローチを利用することに限界のあることがわかってきた。

　過去においても現在作用しているのと同様な地質学的過程が作用し，これらの過程の強度は時間的に

変牝しないと考えたLye　Uの見解に対して，　A詣．Yanshin（1961）は，地殼を形成した過程は定常的に変

化していったという考えの正しいことを証明した。多くの研究資料に基づいている彼の意見は，以下で

詳細に触れる生物圏の月下の埋解にとって大きな意義を持っている。

　過去の地球を研究するのに斉一観の考え方を利用するのには眼界があることは，多くの他の研究と

くにアメリカ地埋学報告（Uniformity　and　Simpliclty，1967）に集録されている報告群にも指摘され

ている。

　19世紀における生物単の大きな成果は，C．Dar輌a（1809－1882）とA．R．W琶11eceによって創り出さ

れた進化学説であった。周辺環境への生物の適応に際して生存競争を通しての自然淘汰過程に基づいて

いる進化理論は，進化研究のその後の発農に極めて大きい影響を与えた。種の起原の吟歩はLye慧の現

在主義的な見解の影響を少なからず受けながら作られたけれども，この埋論の結論は斉一観の考えに明

らかに反対していることを捲辞しておく必要がある。このような関係で，Lye　l　1はDarwinの種の起源

埋論と直ちに一致しているとはいえない。

　Darwin，walleeeおよびその身近かな後継者達は，進化の研究に利絹するには余りにも不完全として，

古生物学の資料の研究に余り注意を払わなかった。この点からみて一つの例外は，V．0．K：ova　levskyの

研究活動であった。彼は馬に関する古生物学的データを用いて，動物の進化法貝llの研究を開始した。

　19世紀宋および20世紀初頭において，動物の歴史を研究する指導的生物学者達は，進化理論を利用し

ない経験主義者，または進化生物学分野の専門家でない人の作成した知識の同調者であった。

　このような見解の代衰的1例は，分類群の発展が動物個体の発展によく似ているという意見である。

このような考えから，それぞれの分類群について青春賜壮年期，老衰期そして絶滅期が存在するとい

う見解が生まれた。20世紀後半になっても，幾人かの優れた古生物学者がこれと同様な見解をもってい

た。

　進化学の研究と古生物学の研究とは今世紀の40－50年代になって急速に接近してきた。それは，20世

紀前半に広く発展してきた遺伝学の結論と生存競争における自然淘汰の考えとを一体にした統一進化理

論が作られたためである。統一進化埋論の主要研究者のなかには優れた古生物単者D．G．Simpson（1902

一）が含まれている。かれの研究は進化古生物学の発展に大きな影響を与えた。かれは，とくに各動物

群の進化速度の変化の問題を研究した。

　A．N．Severtsev（1866－1936）と1．1．Shma玉ノgau3ea（1884－1963）の報告は，生物の歴史を理解す

るのに大きな価値をもっている。かれらは外部環境の変化が進化過程にとって大きな意義をもっていた

と述べている。彼らの研究のなかで，あとで詳細に説明するアロモルフォシスに関する非鴬に重要な考
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　えが展開されている。

　　ここ10即下じて・進化鍍の変イヒの問題に多くの研究者が価して・・る。Sim，…（1944）鰺く

の註物学の酬を用いて進化テ・ポ論題を研究した・ある種の鋤縁ぴあ礪の動伽1千鉾

また1牌姓きながら浸れらの変化は夢瞠磯やかであるのに反して・別の勤群のいくつか当

職急激に変伽ていると・いう・とにS・・・…は諭し≠・・S・・…nが量子靴と鮒けた，・のよ

　つな急激な変化は，新しい周辺環境への生物の応化過程に関係していると彼は考えた。

　　その後・Eldredg・とG・uld（1972）・G・uldとEldred・・（1977）は靴毅の不均一さの問題に注目

　し，時間的に規則正しい進化という概念を提出した。

　　このような考えとの関係から・進樋程には二つの状態が教られた．その一つは沙数の個鰭に

限られた附田に生ずる漏話イヒであり・もう一つ腓常帳い醐樋じて起・る働てわずかな

変化である・こ畷舗S…1・y（1979）の渤のなかで磯され，彼1ま・の哉とM。y，の購との関

係を照している・S・anl・yは・種の形成肚に翻した短繭に論燵行ずる勤の変化に糊し

ているという駁鼓持した・そして，・の繍磁化の齢学説の瀦達の見解とは一致しないと考
えた。

時間的に規則正し唯化という考え鰭干の稲をひき起・した．たとえ1ま，S，h。f（1981）1縫鱒

止嶽が広く起こること張う見艦発表し煮・・S・・bbi・・とA・・i・（1981）は，．・ンクチ。アル進化の

雛と別丁説との間になんら稲はなく渓際には勤の定常的変化（段階主義）と生物即く続く

錠瀾と組にな・ている髄な変化（パンクチ・アル仮説）に関す仁っの種形成メカニズムがある

という所信を発表した・パンクチ・ア・レ鰭の考えはそれ以前から知られてし・た考えの新しい定式化そ

1のものであるというSimpson（1978）の意見は引用する必要がある。

　この齢の研究にあた・て胡された覇1の一つは・北ケニアの舗岩内の酬を用いて淡纏カタ

ッム　の進化を研究しているWilli・m…（1981）の仕事である．　Willi・m、。nは，カ〃ムリの新しい

形は旺年から砺年という一白勺に短い醐での働位の変動の時に生まれたことを明らかに眈。

それと購に・自然条件が濡してけ・非常に長い瀾には功タ・・リ1まほとんど変化しなか。た。

この研究結果は・＜生活条件の変化は生物の変化に強い轍加え……．そのよう嬢化がない場合

には・自然鰍は二言力になる》と述べているD・・wi・（1859）の意見とよく一致しているといえる。

多くの場合において進化蔽が大きく変イヒする，とくに生物髄の蹴条件が安定期から鞍糊に

交代する時には大きく変イヒするのは疑いな・・．それゆえ，パンクチ。アル仮説の考え躾証していると

考えられている現象が進化の綜合学説の考えに大きく矛盾するというのに同調するのはむずかしい。

さきに彌したアメリカ纏学会の謙集のなかにN・w・11の燭物の搬｝こ捌る週ヒ》（1967）が

収められている・そのなかで，N・w・nは・現在の粛学は斉一説曙干の鰯α慈雨の進化を卑し

ている搬法則の維持の認知）と破局晶晶干の部分（進イヒ速度の不均一さの認知）とを含んでいると

述べている・N・w・11は・噸学の隔心の多くの過程は非常に謙に，特1ここのあとで詳細に述べる

予定の生物の絶減過程は急激に生じたと指摘している。

生物の搬に謝る難の研究では誕イヒ麗へ影響を与えた畑蹴姻の大切さは＿般によ椥

られているが・これらの要因の糎のメカ謀ムについては搬的な牌1まない．この原因は働て単

純で・ご附近まで鞭蹴曜化に影乳面部要因に関する儲が搬・こ少なか。た働である。

相の交代への外部蹴の備を研究するそれぞれの講は，地麟代の蹴条件・こ関する詳細娯舳

データが欠除していたために，十分稔りのある結果をもたらさなかった。

これらの謝のなかで最も酩なのは拗植物の進化鵬と離壊学的擁との関係の考えに基づ

いている・この考えは多くの磯のなカ・で展開されたが・とくにShm・1ゑau、enのく進化の要因〉（

1946）のなかで展開された・S㎞・王ノgauzenは，そのなかでく我・の時代鈴生代）の初めに生じ筋

の驚くべき擾乱に比較して・地表に住姓物のよ搬定的嬢鞍鵬するの1ま非常にむずかしい…。
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多分，この大擾乱のための外部トリッガーは強大な造山過程であった。地球上の気候の変化もこれに関

係していた》と述べている。

　Shmall　gauzenが旛評した進化過程への非生物要因の影響は大きな意義を持っていることを認めると，

生物の活動と構造地質学的過程との関係について，それまでに発表されていた図式的な考え方はこの闘

題の研究を実際に進めるには不十分であったと考えねばならない。特に，大陸の地形の変化は地球上の

気候に大きな影響を及ぼさなかったことが現在しられている。より重要なのは，極に対しての大陸の相

対的位置の気候への影響であったと思われる。しかしながら，この変化の影響は一様ではなく，しかも

多くの場合非常に著しいことはなかった。

　したがって，すべての気候変勤が植物相と動物相の著しい変化をもたらしたのではないことが知られ

ている。例えば，暇石器時代の氷河期における自然条件の大規模の変化は熱帯地方の気候および生物界

には余り影響しなかった。一方，氷河作用が発達して気候が大きく変化し，自然帯が大幅に交代した熱

帯以外の所では，生物の大量死が生じたけれども，基本的に新しいタイプの生物は生まれなかった。

　このような関係で，この問題に関するSimpsonの報告には矛盾する見解が示されている。早期の発表

物（Simpson，1944）のなかで彼はく爬虫類および平等類のなかでの大規模隆起時代および造山期時代に

生じた自の百分率は，それが偶然的と記すには余りに大きい。これは，多分鳥類についてもあてはまる

》と記している。より最近の報告のなかで，Simpso掘ま上のような関係の正しさを確かめることに懐

疑論的な態度を明瞳に示している。

　生物の進化への構造地質学的過程の影響に関する問題が以下で研究され，このような影響は存在してい

るが極めて複雑な特徴をもっているので，構造地質学的事件と進駕的事件との単純な比較から明らかに

するのは困難という結論が導かれている。

　その他の置生物要困の進化に対する影響について何回となく仮説が出されたけれども，これらの仮説

は，多くの場合具体的な生理学的根拠をもっていなかった。

　：本章の次節で研究する生物の集団絶滅への非生物要因の作綱に関する問題はそのままにして，大気の

化学組成の進化過程への影響の研究は注冒に価することを指摘しておこう。周辺環境中の酸素量は動物

の生命活動にとつ℃重要な要因であり，また二酸化炭素量は自己栄養植物の光合成強度を決定している

ことが，大気化学組成の変化に注目する原因である。

　前章で，大気申の酸素量の増加は多細胞生物の出現を可能にしたという広く知られている考えを説閣

した。

　さきに引用したBerknerとMars厘11の報告および若千のその他の研究のなかで，大気中の酸素濃度

の変化と動物の進化段階との関係を見出す試みが行われた。しかしながら，これらの試みは，動物の進

化資料とは独立した方法で求めた大気中の酸素含量の変動に関する定量的データがないという困難につ

き当った。

　進化過程の法則性の研究に第7章に示されている大気の化学組成の変化に関する資料を利用する可能

性の研究までは，動物の生命活動への周辺環境中の酸素量の影響の問題はそのままにしておこう。

アロモルフォシス

　周辺環境からエネルギーを摂取できる条件下でのみ，生物は生存できる。ほとんどすべての動物は吸

収した酸素で体を構成している有機物を酸化してエネルギーを引船する。原始大気はほとんど酸素を會

んでいなかったので，早期の生物は嫌気的で，それらは好気的生物に比較してエネルギー効率の低い物

質の分解反応に基づいて生きていたと考えられている。

　生物の進化の全歴史は生物のエネルギー供給メカニズムの著しい変化にむすびついていて，より進歩

した生物になるほどこのエネルギーの獲得効率は次第に上昇してきた。上で述べたように，現在生棲し

ている生物のほとんどすべては好気的である。すなわち，これらの生物はグルコースならびにそれに近

い物質の分解反応に酸素を利用する。この反応のなかでCO　2とH20が形成され，そして生物の生命活
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動に稠されるエネノレギーが灘され・・エネ・レギー供給・ステ・の轄の伊1・して購鰯物のいろ

いろ蠣における麟晶晶の変化が役にたっ．・れらの糊の搬的方式はすべて嘲・おい欝し

いけれども清二物の進化の歩みの・・かで南仲給の・カニズ・は著しく変・化している．鱒では，

蝋は動脈の血と繍の藍運搬す・次・とつなが・た一心房と一確からな。ている．・の崩藪

舳と四二の完餓艦はうまく…ていない・醸類の餌睡断壁によ。て区切られていて，

動脈舳と静脈の伽飴し難くな・て・・る・酸魏和鰍胴未鮪鰍の勲の完全な艦が行わ
　れているのはワニだけであるが，爬虫類の心臓の内にはもう一つの隔壁がある。

　　脊簡伽他の綱にくらべてエネ・レギー供給緋常に高く鮪できる鳥貌瞑想乳類では，聯帯。

ステムは最も完全な形になっている。

　上と同様腋イヒが離鋤の語漏の翫過程で姓じた．融類鳥勲よび哺享L類では，秘
縮の靴齪は鵬の非常に大きな鰯化を伴・ていた。このために肺珪劒内麺は増大し，それら

の構造は複雑になり，そして器関へのエネルギーの摂取は増大した。

　他の条件三一ならば・一滴あオ・りのエネ・レギー供紗べ・レは，勤体鯛能大きさとその擁

尋物と隻鷺雛濃紅懇懇畿難灘劣留離
の大きさが増大すると・それらの魎システ・および畷システ・の効率窄めな・蜘まならない。

動物の物三二翻度にと・ても吐と同様な制限が幽している。他の条件がひとし鵬合には雌

動に際して動に二つ膿のないオ・牲活から運力が常に作用する陸姓活への勤が衡す御こ

めには，エネルギー消費レベルの著しいアップが必要である。

陸上勤が歩行か嫉走へ評する臨また特に絹に衡す塒にもエネ・レギー消費が増大する。

極な翻に際して腰なエネ・レギー／肖費は鋤の魎と共に講に大きくなる．。のため，動いて、、

る大壁管物騨位樋あたりのエネルギー7鰻重腓常に大きい．・れが陸上鋤の大きさを制限

している主端子の一つである・と畷・・のない・・の・とは鳥類において1塒にあてはまる．鳥類の

最大重量は地上動物の最大重量に比較して非常に小さい。

脊四物ではエネ・レギーの消費は体温調節のための効果的・ステ・歯。ている場合にも大きく

なる。これについては，あとで詳細に説明する。

翻物群の二者間での韻エネ・・ギー量の差異腓常に大きい・とを醐しておく必要がある．た

とえば・水中罰か獲上の翻へ漸した場合洞踵の動物でのエネルギ硝費1ま1暗ときには

100倍にもなりうる・勤が効果白勺無帽翻システ・を身につけると，エネルギ硝費胴じように

著し楯加する・エわレギーバランスの・のよう流しい変化は納物の形態生騨的野を著しくよ

くした場合にのみ達成できるのは疑いない。

離鋤のエネ・レギ哨費・べ・レは・それらの離特髄らびに大気中の酸羅に関係している．よ

く知られているように雌臓配の醸量は擶でほとんど変化しな・・けれども縞さにつれて罪

する・水儲二二趨は臨地気層内の蘇濃度蟷およびその他の多くの姻によ。て大鳳変

賦する一般に・艸の醸含量は深さ・・つれ磁少す・。鱗班への好揃蜘の敏腋腓常に

運っている・室醸験および自然条件での観測から知られているように，高度に進化した動物の酸薪

圧の著しい低下への耐性は悪い・・の分圧が平常の翻の1に低下すると激死、こいた轍款乏症が

多くの動物で発生する。

最下等の礫鋤の藤不足への敏膿はより離細論物とくに哺瀬に上ヒ吊して畷に低い
（動物の生態生理学，1982）のは注目に価する。

葡レベノレでの三縄の数＋％へ蘇分圧が低下し塒痛物の生命醐へのその影響の問題は大変

蹴をひく譜通謹上の滋雨物は・の程淫心素噺の低下には適応できる．・れ騰千mの高さ

の山に多様な動物相のあることからもわかる。
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　山岳の動物の生命活動への酸素不足の影響に関する経験的研究は，それらの生命活勤に他の要因が影

響するので非常にむずかしい。そのような要霞としては気温の低下，養分量の減少などがある。しかし

ながら，低温に敏感な変温動物が多くの場合署しい高さの駈にも生存しているのは注目に価する。多分，

このことは大気中の酸素量へのそれらの依存性が少いためと思われる。

　多くの湖水の表面近くでも低い溶存酸索濃度が認められることもあるが，ある程度の深さでは低い溶

存酸素濃度が普通にみられる。湖水では，水面上に出ない変温動物（主として無脊椎動物と魚類）だけ

がコンスタントに生存できる。

　地質時代における大気申の酸素量の変動は，アロモルフォシスの発生へ作用しながら，動物の進化に

大きな影響を与えたと考えることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　A．N．　Severむsev（1925，1939）およびLI．　S始malgauzen（1940他）によって研究されたアロモルフ

ォシスの考えは，20世紀の進化生物学における大発見の一つであった。Severtsevは，動物の高等な分

類群の出現はそれらの活動のエネルギー水準の上昇を可能にした器富の著しい形態生理学的変化にむす

びついていだことを明らかにした。周辺環境と動物との関係を著しく拡張し，強化するような器宮の変

化の機会を導入しながら，Shma1／g鼠uzenはアロモルフォシスの概念を着干改変した。生物の大きな進

歩的変化は一般にそれらの生命活動エネルギーの土昇に基づいて生じたので，S㎞1／gauzenのアロモ

ルフォシスの定義はSeverもsevの見解と矛平していない。　SevertsevおよびShmal／gauzenの研究した

アロモルフォシスの古典的例は，脊椎動物の籍しい綱の出現のケースであった。

　よく知られているように，現存するほとんどすべての脊椎動物種は6綱：軟骨魚綱，硬骨魚綱，両生

綱，爬虫類綱，鳥綱および哺乳綱：に関係している。古生物学的年代表のデー・タから，これらの綱は二

つの比較的に短い期間に生まれたことが知られている。それらの最初の綱はデポン紀と石炭紀の一部に

生まれた（魚類の2綱，両生綱，爬虫綱）。それから長い間，脊椎動物の薪しい綱は生まれなかった。

ただ第三紀とジュラ紀の境界で哺乳類が，そしてジュラ紀に鳥類が生まれた。これで脊椎阿附の綱の形

成は終了した。

　いま研究している脊椎平物の綱の出現がなぜ上にあげたような期間に限定されているのかという問題

が当然出てくる。これはかなりの程度大気中の酸素量の変動特性から説明できると推測できる。図8、2

に，地質時代における大気中の酸素量が親在野への比として示されている。この値は図71に示した二

つの計算結果の平均である。図8、2から分かるように，門生代を通じて大気中の酸素量は傾向的に上昇し

ているが，その質量の増加は主として土つの時期：デボン紀から前期石炭紀までの間と第三紀宋期から

ジ隷ラ期間：に生じた。これら二つの期間は上にあげた脊椎動物の綱が広がった時期に丁丁に近い。
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　このような一致はとても偶然とは決して考えられない。動物の新陳代謝の増大は，進化過程の歩み

のなかでの動物の一層の進歩の重要な特性であった。より進歩した動物における高いエネルギー消費を

可能にする脊椎動物の心臓一血管システムおよびその他の器官の系統学的発展の具体的経路はよく知ら

れている。しかしながら，エネルギー消費の増大は大気中の酸素含量が増加した場合にのみ達成できた。

これによって多：量のエネルギー消費を必要としたより複雑な生物は生存競争に優位になった。

　脊椎動物の新しい綱が形成される場合，新陳代謝レベルがどう変化したかを具体的に研究するのは，

対応する綱に属する最初の代表者の生理に関する直接データがないので，非常にむずかしい。しかしな

がら，新陳代謝レベルの上昇は脊椎動物の陸上への上陸および内温性動物のグループの形成のため必要

であったと考えることができる。もう一つは，大気中の酸素含量が高まると，生物全体の新陳代謝レベ

ルが著しく上昇しなくても，より進歩した動物の個々の器官の働きはより効率的になる。

　このような関係で，大気中の酸素量の増加は動物の進化を加速し，その減少は進化過程の歩みを緩や

かにしたと考えることができる。

　脊椎動物の現在の綱の出現に関する問題に戻りながら，最初の縄虫類の広がりは大気中の酸素量（た

とえ，石炭紀工期の酸素レベルは十分に高かったとはいえ）だけでなく，陸ま二に生命が発展したあと初

めて大睡の一部が乾燥化したことにも関係していたと予想せざるをえない。気候の乾燥化は石炭紀中期

における平均気温の低下に合致していた。このような予想は，デボン紀および石炭紀において，それら

の大部分が水生であったより古い時代に生まれた両生類と違って，水分不足条件でも生存できる爬虫類

の体の特徴とも一致している（孚atarinov，1972）。

　大気中の酸素量の変化と脊椎動物のアロモルフォシスの形成時期との関係の原霞を研究するにあたっ

ては，周辺環境の比較的に小さい変化へも生物は高い敏蔽をもっているというDar幅n（1859）の結論

を想い出すことができる。

　外部環境の種々な要素のなかで，大気中の酸素量は陸上動物の生命活動にとって最も重：要な要因の一

つである（大気中の02濃度に関係している水中の酸素量は水生動物にとって重要である）。好気性動

物の新陳代謝レベルは環境内の酸累除に前世関係しており，他の条件が一定なら酸素量の増加に伴って

それも上昇する。

　高い酸素濃度条件では動物はより多くのエネルギーを獲裾でき，それをいろいろな目的に利用できる。

そのようにして獲得したエネルギーは，進化の途をたどる生物自身または個々の器官や組織の複雑化の

ために利用される。

　新陳代謝を助ける器官，たとえば脊椎動物では血液循環および呼吸の器官の改善は．とくに大きな意

義をもっている。

　このような条件では，M，　S．Gi　lyarov（1975）の提示した考えとの関係で，進化過程は正のフィード

バンク関係の作用原則にしたがって進行するかも知れない。よく知られているように，正のフィードバ

ンク関係は外部要因によってコントロールされているシステムの変化を加速し，そのためこのシステム

は質的に新しい状態へ移行できる。酸素吸収量の増大によって確保された血液循環器官と呼吸器窟の初

期的なわずかな複雑化は，当然生物体内へのエネルギーの流れをさらに増加させた。そして，これによ

って上にあげた器官の一層目複雑化が，またそれらの器官の効率の向上が可能になった。周辺環境申で

の酸素量の定常的な上昇とならんで，説明した正のフィードバック関係の作用は，脊椎動物の新しい綱

の形成時におけるアロモルフォシスの発生の主因であったと思われる。

　上に説明したSevertsevとShmaγgauzenの報告で詳細に研究されているアロモルフォシスの形態

生理学的構造の説明には，これ以上触れないことにしよう。ただ，両生類が陸上（重力の作用のため移

動に際して莫大なエネルギーの消費を必要とする）へ上陸したとき，および哺乳類と鳥類で内温性が形

成されたとき，脊推動物の生命活動のエネルギーレベルに非常に大きな変化が生じたことを指摘してお

こう。これらの大事件は周辺環境が特別に好適な方向への変化した時だけ，とくに酸素量が増加した時
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にのみ生じえたという所信を示すことができる。

　ここに説明した比較対照は当然脊椎動物に関係している。この非常に進歩した動物群はそれらの生命

活動に高いレベルでエネルギーを必要とするので、脊椎動物の進化は無脊椎動物よりもエネルギー摂取

を制限している因子によって大幅にコントロールされたと考えられる。しかしながら，無脊椎動物の進

化もそれらのエネルギー状態に影響する外部条件に関係していたと考えなければならない。

　次に植物の進化の問題へ移るにあたって，生命活動のエネルギーレベルの上昇にむすびついているア

ロモルフォシスの出現がこの生物群の特徴であったという考えを出すことができる。大方，このような

エネルギーレベルの上昇は光合成生産力が増大した時に生じた。光合成生産力の増大によって植物構造

の複雑化および植物の非生産野宮の重量増が可能になった。多分，アロモルフォシスの出現確率は，光

合成生産力に密接に関係している二酸化炭素ガスの濃度が上昇した時に高くなった。大気中の酸素濃度

は植物の多くの機能に当然著しい影響を及ぼした。とくに，高等植物の花器の発達およびそれらの種子

の発芽は体温の上昇を伴うが，これは物質の酸化による発熱増大に関係している。酸化過程のこのよう

な強化は周辺環境中に十分な量の酸素がある時だけ可能である。

　大気の化学組成の変化と植物の進化段階との関係の問題を次に研究しよう。

　アロモルフォシスの出現にむすびつく生物の形態生理学的構造の大規模な変化のそれぞれは，生物の

生存条件に比較的にわずかな変化しか与えなかった数多くの小さい変化から組立てられていたことを指

摘しておこう。自然淘汰の作用が，変化しない生物に肥するよりも比較的にわずか変化した生物に対し

てより効果的であるという原鰹の一つは，外部要因の作用に対して生態系の多くが高い敏感度をもって

いることにあると思われる。

　第5章で指摘したように，すべての生態系において，それらを構成している動物および植物の個体群

の数は常に変動している。このような個体群の変動は，外部環境要因が変動する場合，ならびに外部条

件が一定の場合（個体群の数の自己振動過程）にも発生しうる。

　それゆえ，安定度の抵い生態系は長い時間続くのはむずかしく，生態系が撹乱されるとその中の生物

個体群は絶滅の危険にさらされる。安定度の高い生態系は，そのなかの個体群が長期に生存できるよう

な機会を作りあげている。

　このような関係から，自然淘汰は，それ自身の進化が生態系そのものの安定度を高めるような生物の

広がりを保証している。それと同時に，自然淘汰はより安定な生態系を存続させ，そして安定度の低い

生態系を排除する。このように生態系は生存競争に関与し，複合生物として振舞う。

　生態系内のエネルギー関係を数値モデル化した研究から，多くの生態系はそれらが形成され生存し始

めた初期の段階から高い安定度をもった段階へ達するが，その後は一層の発展のための刺戟は非常に限

られているという結論がえられている。このことは，外部環境条件が常にかなり一定であった広い大洋

内で，古いタイプの生物の代表港を含んでいる多くの生態系では特にそうである。

　生物の大きな変化をひき起こすような急激な進化過程の発展の確率は，比較的に安定した外部環境条

件下にある安定した生態系では低い。このような生態系では，そのなかの生物の変イヒはある程度調和し

ていて，それぞれの生物の突然変異が開智する確率は非常に低い。

　そうではあるが，より安定な生態系でも自然環境の変化（たとえば，大気のガス組成の変化のため），

ならびに純粋な生物学的・要因の作用のために進化する。大方，このようなシステムの進化速度は最も低

いものと思われる。

　生態系の安定姓を乱す周辺環境の変化は，進化過程の促進にとって重要な意義をもっている。多くの

場合，周辺環境の撹乱は個々の生物群を絶滅させることがある。

　非生物環境の変化への個々の生物（または個体群）の安定性は，この生物が生態系の一員である時，

この生物が環境変化に示す安定性とは一般に違っている。たとえば，ある動物が生息している環境温度

の5℃の変化に耐えうると仮定しよう。もしもこの動物が動物の生存．に必要なすべての条件が満たされてい
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るという仮説的環境にいるならば，この程度の温度変化でこの動物が死滅することはない。現実の生態

系では，上記のような温度変化は塵接的に影響するばかりでなく，栄養条件の変化，その動物を追いか

ける他の動物の活動度の変化，寄生生物の活動度の変化などを通して間接的にも作用する。

　上にあげた様々な環境要因の変化の一つだけがある生物の生存を許容する範囲外に外れただけでも，

その生物は疑いなく死滅する。この場合，種の絶減にとっては，それらのすべてが，またはそれらのほ

とんど大部分が同時に死滅しなければならないという必要はさらさらない。第5章で説明した関係から

分かるように，出生率のわずかな低下俵たは死亡率のわずかな上昇は，比較的に短期間で種を絶滅させ

るのに牽分である。したがって，外部条件のわずかな変化でも古い動物と新しいタイプの動物との交代を

ひき起こすのに十分で，新しい種の広がりをもたらす。

　以上説明した考察はDarwinが示した次のような見解に痩接関係している。＜……ある国で，なんら

かの物理的条件，たとえば気候がわずかに変化した場舎を考えよう。その国の生物の相対数はただちに

変化にさらされる。そしてある種は，最終的に死に絶える。ある国の生物の間には密接でかつ複雑な相

互関係があるので，一つの生物の相対数の急激な変化は，それ自身気候には関係のない他の生物に著し

い影響を与える》（Darwin，1859）。

　したがって，周辺環境の変化への生態系の敏感度は進化速度を決定している重要な困子である。

動物相の系統的な多様化

　すでに指摘したように，動物の高等分類単位（たとえば，門または綱）は常に非常に多くの下等分類

単位を含んでいる。ある門または綱のなかの種および属の数の変化は，生物周辺の環境条件の変化に対

する綱または門の代表者の順応の成功度を反映している。

　大気中の酸素量が上昇した時代に，高等分類単位に含まれるタイプの変化が増大し，一方酸素含量が

低下した時代には変化が減少したという仮定は，酸素量が高い時に，低い酸素含量では生存不可能なよ

うな，比較的に高い新陳代謝レベルをもった新しいタイプが生まれたという考えに基づいている。

　大気申の酸素濃度の低下した石炭紀中期から三畳紀中期までの長い期闘における動物の進化の法則性

の問題は大変興味をひく。上記のような酸素濃度の低下のために，二畳紀末期および三畳紀の一部の瑚

間を勘て汰気勅鱗含量は粧の・べ・レのわずか約善にな・た．・の含量瀕生代の醐備に

近かった。この時の酸素質量は，現在の対流籔上層内の酸素量にほぼひとしい。酸素要求の姥較的に低

かった下等な（外温性）脊椎動物が上のような低酸素条件に適応しえたと思われる。このような低い酸

素濃度下で高等な（内報性）脊椎動物が生存できたかについては疑いがもたれている。

　大気申の酸素量が低下するにつれ，動物の生命活動および生態系の他の要素と動物との相互作用も当

然変化したと思われる。動物の生存条件の定常的な悪化は，いま対象としている時代における進化過程

の特徴に当然反映：してくる。

　その原因は未解決のままではあったが，以上のような生物進化の特徴について古生物学者達は古くか

ら気付いていた。特にSまmpson（1961）は次のように述べているくそれが出現した時から現在にいたる

期間を通じて安定して存在しえた動物の門は一つもない。……この期聞を通じての最も一般的な法則は

二畳紀および三畳紀またはこれらの二つの期間において，門の大多数が減少したことである》。

　Shnpsonの指摘したこの法則性は多くの研究者によっても確かめられている。とくに，　Raupと

St鼠nley（1971）の書物に，顕生代における化石動物の分類単位の数の時代変化のスキームが示されてい

る。このスキームから，分類単位の数の定常的な増加を背景として，一つの期間すなわち三畳紀にお

いてだけ急減したことが分かる。彼らは，分類単位の数の減少は実際には二畳紀中期に始まっていたと

述べている。Robinson（1971）は，二畳紀から上部三畳紀までの間に獣専意の観世は10分の1に減少し，

逆に櫛形類の句数は署しく増加したと述べている。この結論は三畳紀の大部分の期間が哺乳類に非常に

近い爬虫類の生存にとってかなり不都合であったことを実証している。三畳紀を通じて獣弓類の最も進

歩したグループの大きさが減少し続けたことは注目に価する。他の条件がひとしいならば，大きい動物
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の新練代謝を維持するには小さい動物よりも多量の酸素が必要なので，体が小さくなり続けたことは酸

素不足が次第に増大したと考えると説明できる。

　上部二畳紀，三畳紀の下部および中部時代における酸素量の滅少は哺乳類の形成過程を非常に遅らせ，

この形成には1億年という極めて長い期閣が必要であったという考えを示すことができる。脊椎動物の

この綱は，三畳紀後半に始まった大気中の酸素量の新しい上昇の時に広がった。

　酸素含量のもう一つの著しい抵下は白亜紀の後半の期間に生じた。この時には，酸素量は現在の値の

三，5～2．0倍の値から現在のレベルまで抵下した。このレベルは顕生代の平均値に比較すれば十分高い

けれども，白亜紀における酸素含量の低下が当時の動物相に大きな影響を与えたことは大いにありそう

なことである。とくに，中生代来期における動物の多くのグループの絶滅に影響を与えたと思われる。

　以上説明した考察から，地球マントルの脱ガスの不均一な変化に大きく関係している周辺環境条件の

グローバルな変化は，現在の脊推動物の綱の形成に重要な意義をもっていたと結論できる。

　動物の多くの高等な分類単位の形成にとって大気中の酸素丁丁の上昇が大きな役割を果たしたという

上にのべた考えは，大規模な適応変化を起こすには動物のエネルギー獲得システムの改善が重要な｛四十

を持っているという理解に基づいている。すなわち，動物のエネルギー獲得システムが改善されると，

正のフィードバンク関係を通して，動物の利用するエネルギー量が大纒に増大する。

　数百万年にわたる酸素濃度の上昇は動物の進化に影響を及ぼしたという考えから・このような条件下

では多くの動物で：方向二進化が生ずる可能性があるという結論が生まれる・Huxley（1962）その他の研

究者は，動物周辺の環境が長期的に変化する場合には動物の方向的進化が行われるという考えを提示し

ている。B．S，　Sokolov（1975），　E．Mayer（1986），　A．V．　Sochav（1979）その他の研究者達も，大気申

の酸素濃度の変化は大進化過程に影響を与えた可能姓があるという考えを出している。

　以上研究してきた問題との関連において，自門な生態学地位の存在は進化速度にとって意義を持って

いるというDobzhansky（1951）の意晃は考慮に価する。酸素含量の上昇は新しい適応空聞を下り出した。

そして，これによってそれ以前は存在していかった生態的地位が生まれた。このような方法によって・

適応変化の高い発展速度が確保された。

　生物圏の適応空間を拡張するようなその他の二三物的環境成分が変化した場合にも・上と同様な進化

過程の法則が生ずると考えられる。このような変化の数例を次に説明しよう。

　すでに説明したように，顕生代の期間にみられた範囲内で大気申の酸素量が上昇すると，それらの生

命活動により多くのエネルギーを消費する薪しい動物群が生まれる可能性があった。このようなことと

の関係で，大気中の酸素量が上昇した時代には動物相の多数性が増大し，酸素濃度が低下した時代には

それが滅少したと考えるのは自然である。このような問題の研究には，全四生代を通じて生存してきた

動物一海洋の無脊椎動物のデータが利用できる。三生代の各時代におけるこれらの動物の科の数に肥す

る報告資料を絹いて，また上に説明した酸素量の変化データを利用しながら，Pitraむ（1970）は図8，3
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図8．ろ　海生無脊椎動物の同数（N）と相対酸素濃度（02）との関係
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を作成した。この図には海洋無脊椎動物の科の数Nと各時代の平均酸素量（現在の酸素量への比として

表示されている）との関係が示されている。二つの量の間に明らかな関係のあることは，上に説明した

大気申の酸素量と生物進化との法則性を証明している。

　半生代を通じてのいくつかの動物群の多様性の系統的変化を示している興味あるデータが図8，4に示

されている。この図はHa玉lam（1977）の編集のモノグラフのデータを用いて作成した海洋無脊椎動物の

科の数・棘皮動物の種の数および魚類の目の数の変琵を示している。図からよくわかるように，ここに

あげた3グループともSimpsonが指摘したような法則性が明瞭に現われている。図のデータから，デ
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ボン紀一石炭紀において，および三畳紀のあと，すなわち酸素含量の上昇した時代に生物の多様性の増

したことがわかる。それと並んで，図8．2と図8．4に示されているデータの比較から，大気中の酸素量

の変化といま対象にしている動物群の多様性の変動との間には若干違いがあると結論できる。酸素量の

増加の影響のほかに，生物群の多様性の変化が分類単位の数の定常的な増加傾向を反映していることは

明らかである。このような関係で，酸素量の相対的変化にくらべて，顕生代の初期の分類単位の数はよ

り少く，一方顕生代末期のそれはより多くなっている。

　大方上にあげた分類数の変化傾向は，部分的には現在からさかのぼるに伴って古生物学的情報が失

われていくというよく知られている事実にも関係している。このような法則性を考慮すると，酸素量の

変化データと動物群の多様性に関するデータとの間の一致をよくすることができる。

　その他の高等な動物分類単位の多様性に関するデータの分析から，上に引用したくSimpsonの法員il》

は多くの場舎満足されるけれども，動物群の多様姓の変化と酸素量の変動との間の親密な関係が常に成

立することはないことが知られている。このような対応関係が失われるには多くの原因が関係している。

そのなかで，その系統発生がその新陳代謝に余り関係していなかった生物群（例えば体の小さい動物）

の進化への酸素量の本質的影響は少ないことが一つの原因である。

　酸素量が最も著しく上昇した時代には空間的な移動に最大のエネルギー量を消費する動物が広く分布

していたことは考慮に価する。たとえば，このような動物としては飛行動物一石炭紀における巨大な飛
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行昆虫，ジュラ紀の翼竜類と鳥類，ならびに臣大な睦上動物一ジュラ紀と白亜紀の羅大爬虫類がある。

　酸素濃度が多少とも一定レベルにあった聴代においては，動物相の多様性の度合はその他の生態学的

丁子の影響によって変化したと思われる。この問題の研究には，第三紀の各時代の哺乳類の科の数に関

するKur飴R（1971a）のデータ（表8．1）を利用できる。

　表のデータの研究から，暁新盤一始新世に科の数が急激に増加したという有名な事実のほかに，それ

以後の時代においては哺乳類の科の数が明瞭に変動したことが分かる。第三紀初期における哺乳類のく

爆発的進化》の原因は明らかである。すなわち，この時代に潟いて，哺乳類は中生代末期における爬虫

類の多くのグループの絶滅によって解放された数多くの生態的地位を占有することができた。

表8．1　第三紀における哺乳類の科の数と自然条件の変化

編　年 科の総数 CO2濃度，％
当時の地球平均気温と
ｻ代のそれとの差，℃

暁新世 前　期

?　期

縺@期

17

Q7

S1

0，120 76

始親世 前　期

?　期

縺@期

51

U4

X1

0，185 9．1

恩誼世 前　期

¥　期

縺@期

95

W2

V7

0，050 4．5

申新世 前　期

?　期

縺@期

95

W8

X2

0，110 70

轄 前　二

�@期

93

W5
0，055 3．6

　哺乳動物の科の数のこのような変動の原因の問題は注目する必要がある。表8．1のデータから，漸懸

世から鮮薪世にかけての聴代には，哺乳類の科の数と生態的条件との間に明瞭な対応関係のあったこと

が分かる。漸新盤と三新世との間における科の数の滅少は，寒冷化と自己栄養植物の生産力の低下をも

たらしたCO2濃度の低下のためであったと思われる。臣大な生態的破局の特徴をもっていた漸新世の

寒冷化は科の数の変化に顕著な影響を与えた。気候寒冷化のために，哺乳類にとっての生物圏のく生態

的空席》，すなわち哺乳類の各グループが利用できた生態的地位の数が減少したと考えることができる。

三新世の気候寒冷化が終息したあと，中新世の初期に科の数が著しく増加しているが，これは増大した

く生態的空席〉が満されたためである。

　次に，第三紀における新しい科の出現速度の変化および以前に生存していた科の絶滅速度の変化の問

題を詳しく説明しよう。

　Kurt6nの報告のデータを使用し，彼の書物に用いられている第三紀曇の統の長さを考慮しながら，

表8．2を作成した。この表には100万郊当りの捕方類の科の出現数および絶滅数の平均値が示されてい

る。
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表8．2　哺乳類の新しい科の出現と生存科の絶減
　　　　　（工00万年当りの科数の変化を示す）

編　　　　　　　年
i期　間　の　長　さ）

新科の出現速度 科の絶滅速度

暁　　新　　世
i1000万年）

前　　　期

?　　　期

縺@　　期

1．8

R．0

S．2

002．7

始　　新　　世
i1800万年）

前　　　期

?　　　期

縺@　　期

3．2

S．2

T．3

2．0

O．8

R．3

漸　　新　　世
i1200万年）

前　　　期

¥　　　期

縺@　　期

6．0

､．8

P．2

5．0

Q．5

Q．0

中　　新　　世
i1500万年）

前　　　期

?　　　二

q　　　期

5．2

O．8

kO

2．2

O．2

O．2

鮮　　新　　世
i　700万年）

前　　　期

縺@　　期

0．6

O．3

2．6

O．6

暑　本書では第三紀の個々の統の絶対年代については二つ

　のスケールが採用されているが，それは十分一致してい

　る埋ではない。著者の計算では，哺乳類の科の数とK臣

　r昆nが比較しているこ二番屋のスケールが用いられてい
　る。

　この表から，暁新世から払子世前期にかけて哺乳類の回数の増加は次第にそのテンポを早めたことが

分かる。これは，新しい科の形成の素材となった原形の数が著しく増加したことで説明できる。それ以

前に生存していた科の絶滅速度は前期申新世時代においてだけ新しい科の出現速度に大体等しかった。

この時代は，哺乳類の利用可能な生態的地位の主要部分が満たされた条件に対応していると思われる。

しかしながら，中新世終了後は，科の数の安定化は崩れた。これは上に説明したように自然条件の急激

な変化のためであった。しかしながら，中新世の申期と後期には科の絶減速度は増大せずに，逆に減少

した。この場合，哺乳類の科の総数の減少は，新科の形成速度が大幅に減少したためにもたらされた。

この事実は，〈生態的空席〉の減少をもたらした環境条件の悪化が動物の各グループの大規模な絶減を

ひき起こすには不十分であったことを証明している。

　このような関係からみて，中新世の生態的破局は地質時代におけるその他の破局時代，たとえばそれ

らの絶滅のために種々な動物の分類群の数が急激に減少した三畳紀末期および白亜紀末期のそれとは違

っていた。このような差異は生物周辺の環境条件の悪化の程度の違いだけでは説明できない。体温調節

機能をもたずに中世代を通じて死に絶えた生物にくらべて，哺乳類は寒冷な気候によく耐えることがで

きたと思われる。

　漸新世の生態的破局のあと，いま一度最大速度に近いスピードで新科の形成が行われ，その結果中新

世前期における哺乳類の全科数が漸新世前期の数に正確にひとしくなったのは大変興味を惹く。この数

は，外部環境条件が好適な時に保持しえた第三紀の哺乳類にとってのく生物圏の生態学的容量〉に対応

していたと考えることができる。申新世申期から鮮薪世後期までの期間には科の出現速度も科の絶滅速
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度も相対的に低いが，これは噛乳類の科の員数が最大に近く，一方より古い納物グループはそれ以前に

生じた周辺環境条件の著しい変動によってすでに取り除かれていた時代の特徴である。

　上に説明した研究資料のほかに，大睦上の植生の変化に対する大気の化学組成の進化の影響も若干考

察できる。

　すでに摺憎したように，自己栄養植物のエネルギー獲得にとって重要な因子は二酸化炭素ガスの濃度

である。植物の光合成強度はこの濃度に関係している。他の条件が一定なら植物の獲得する化学エネル

ギー量はCO2濃度の上昇に伴って増大する。

　図71か日，顕生代において最大のCO2濃度上昇はデボン紀の申期に生じ，そのためその濃度は最

高値に達し，それは石炭紀の初期まで続いたことが分かる。二畳紀の後半に生じたCO2濃度の第2番

目のピークは長さが著しく短かった。

　署しく大きくはないが最も長く続いたCO　2濃度上昇が三畳紀の中期から白亜紀の来期にかけて生じ，

最高のCO　2濃度は白亜紀上部において晃られた。

　新生代には，CO2濃度の一般的な低下を背景として，始薪盤と中籍世において二つの割合に短期間の

ピークが認められる。

　植生発達の主な縛徴と二酸イヒ炭素ガス量の変化との比較は，植生の特徴の大規模な変化の年代記に関

して広く普及している視点がないので困難である。V．A．　Krasilov（1977）は植物の高等分類一単位がよ

く形成された四つの時代：デボン紀後半，二畳紀から三畳紀の初期，白亜紀および中薪世：を区分して

いる。第1の時代は古生マソバラン林の形成時期で，第2の時代は針葉樹林の広がった時期で，第3の

時代は古い顕花植物が広がった時代で，そして最後の時代は砂漠植物群の広がった時代である。

　これらの4時代は上にあげたCO2濃度がピークに達した5時代のなかの4聴代に近い。完全な一致

は三つの場合（デボン紀後半，白亜紀，中二世）において見られる。二畳紀前半における二酸化炭素ガ

ス濃度のピークの出現時と針葉樹林の広がった時代との間の若干の差は，現在えられていた植物学的デ

ータよりもこの植生タイプがより早く形成されたことを示しているように思われる。

　この他，計算データから求めた図72に示されている白亜紀前半の大気中の高い酸素濃度は，白亜紀

における顕花植物の三二な分廠に影響を与えたものと思われる。この関係で，白亜紀の初めに顕花植物

が現われたという結論をえているTakh就adzhy鍛（1980）の考えは注口しなければならない。

　KrasUovの報告と一致しない唯一のCO2濃度のピークは始新世のそれである。このピークは始新；世

における湿潤熱帯林の形成を促進した要因であったと考えることができる。

　以上説明したデータが構造地質学的プロセスと植物の高等分類単位の形成時代との間には関係がある

というKrasilovの意見を実証しているのは注自に価する。図71から分かるように，火山活動度の変

化はまず箆1に植生の発達に密接にむすびついている二酸化炭素ガス濃度の変化によく対応していた。

　動物の進化は大気中の酸素量の変乾とある程度むすびついていたことを考えて，火山活動と酸素濃度

との間の関係は複雑で一意的ではなかったことを下刷しておこう。他の条件が同じなら，火山活動の活

発化によるCO2濃度の上昇は，光合成活動を強化するので酸素濃度を上昇させうると考えられるが，

＜その他の条件が一定》ということは一般に成立しない。とくに，光合成による酸素の大気中への流入

は，光合成生産力だけでなく，大陸上で気候の乾燥化によって急激に失われた有機炭素の埋没条件にも

関係していた。

　陸上の気候条件，とくに湿潤条件は地形および大陸の位置に，すなわち結局構造に関係しているけれ

ども，この複雑な関係を1変数の関数の形に表わすのはむずかしい。

　それゆえ，構造地質学的プロセスの地球的縛徴と動物の進化ステソプとの間に単純な麗係を晃出すの

は，ほとんど不可能である。

　以上のことから，植物の進化歴更と動物の歴愛の大きな事件の闘の相互関係も一般に極めて複雑な特

微をもっていることが分かる。この法則からの例外としては，陸上での植物の広町な分布と陸上動物梢の
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多様性の発生との闇の明瞭な関係がある。植物の歴史の主要ステップと動物の歴史の聞をむすびつけて

いる法則が比較的に複雑ということは，もちろんこれらの関係の存在を否定することにはならない。

　最後に，大気組成の変化と進化過程との間に関係があるという上に説明してきた考えは，優れたフラ

ンスの生物学老Geoffroy　St．Hi茎aire（1772－1844）によって初めて提示されたことを指摘しておこう。

彼はその仕事の一つのなかで，＜緩やかであるが前へと進む時間の勤きのなかで，大気の各要素間の相

互関係は順を追って変化した。動物泄界もそのような変化に従って変化した》と記している（GeoffrOy

St．Hilaire，1833）。この考えは19世紀前半の科学のレベルを大幅に抜いていたと現著者は思う。

8．2　地質時代の危機時代
地球的な生態破局

　現在の動物相が非常に不均一な高等分類単位に分けられることはすでに説明した通りである。

　各綱に属する動物種の数は大幅に変動している。昆虫の綱には100万以上の種が含まれているが，そ

の他の多くの綱にはわずか数10種が含まれているにすぎない。あるいくつかの綱では10種以下にすぎな

い。それぞれの種の分布域の広さおよび個体群の員数も非常に違っている。いくつかの動物種は地球の

表面の大部分に分布しているが，他の種は数平方km以下の空間に分布しているにすぎない。個々の種に

属する判物の数の相対差はさらに大きい。

　現在の動物相への人類活動の影響に関する問題はさておき，数多くの個体群数をもち広く分布してい

る多くの種からなる生物群は，現在の生物圏の安定部分であると考えることができる。これと並んで，

個体群数が少く分布の狭い少数種からなるグループは，かっては栄えていたが現在では絶滅の渕にある

生物群の名残りであることが多い。

　顕生代の期間において，大昔の動物相が，多くの点において現在の勤物相に似ていたことを疑うこと

はできない。過去の動物相も起原の古さ，多様性およびグループの数において様々な動物を含んでいた。

いくらかの小数の動物種からなるグループは，これらのグループの衰退を加速した競争動物に彼らが占

有していた生態的地位を譲りながら，そのあと消え去った。

　上に説明したような動物種の絶滅様式は過去において当然生じたと考えられるが，このような様式が

動物の絶滅の唯一の，または基本的な様式ではなかったと思われる。

　吉生物学的年代表の研究にもとづいて，次のような意見が何回となく提示されている。多くの場合

構成員数の少ない個々の種ではなく，個体群数が多く広い生態的地位をもった多くの種を含んでいる高等

な分類単位一目と科が絶滅している。このような場合，動物の絶滅は割合に短期間に生じている。そし

て，絶滅によって空席になった生態的地位は長い闇そのまま放置されていた。このような状況を考える

と，動物の絶滅はいろいろな種の動物間の競争のためではなかったという印象がえられる。

　集団絶滅の原因に関する問題は，動物相の系統的変化のメカニズムを理解するのに大変重要である。

　すでに述べたように，動物群の集団絶滅が生じた危機時代が地質時代に存在したという晃解は，古生

物学の創始者Cu▽ierが提出した。　Cuvierの見解はすぐに拒否されたので，地質時代史のなかの危機

時代の概念は，長い闘余り注目を惹かなかった。

　しかしながら，その後，地質時代に動物の集団絶滅過程が実際に生じたことが明らかになった。しか

も，それは比較的に短い期間内に生じたことが明らかになった。すなわち，陸上動物の多くのグループ，

とくに幡生動物の多くのグループを含む非常に大規模な絶減が二畳紀から三畳紀への移行時に生じた。

三畳紀からジュラ紀への移行期，白亜紀から第三紀への移行時ならびにその他の若干のケースでも，集

団絶減とよべるような陸上動物相と野生動物栢の著しい変化が生じた（Newe11，1963；Ostrom，1969；

Valentine，1968）。

　白亜紀宋期の動物の絶滅には特に大きな関心が払われている。この時代の動物の絶滅に関心が集るの

は，この絶滅が壮大であったというだけではなく（この時代にはそれ以前から生存していた古い動物種
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の結が亡んだと裁られている）・この時代に恐竜類が繊した・とに欄擁している．この職蜂

の意義を次に説明しよう。

　各研究者達は危機時代に関する概念を他の生物群との相互作用に基づくもの，または非生物的要因に

基づくものには分けずに，ただ限られた期間内に生物群が急激に絶滅したことだけを認めていた。この

ような見方がDavitashvm（1969）の幸艮告のなかに特に明瞭に示されている。かれは動物と植物の絶滅

に関する問題を詳細に研究している。

　割合に短い期間内に生物の多くのグループが世界的規模で絶滅した時代が地質聴代にあったという考

えに反対するDavitashviIiの主な異議は，古生物学的無代表が不完全なので，そのような事件を十分

明らかにするのは不可能であるという主張であった。しかしながら，もしも古生物学的資料からある生

物群の多様さと員数が次第に減少してある動物群が絶滅したという結論がえられるならば，古生物学的

隼代表の資料は十分信頼性があると彼は考えていたことを指摘しておこう。

　集団絶滅のプロセスの研究にとって古生物学的年代表は不十分な資料であることを示すのに，ある時

点で対象の種（または属）が貯蓄していたか否かの結論は，その生物の化石が存在する場合に下される

ことを指摘しておこう。そのような化石がその時代およびその後の時代においても発見されないならば，

対象としている種（または属）は絶滅したという結論になる。

　これらの結論はいずれも必然的に不正確である。第1の結論は一定の時点について決められるのでは

なく，ある長い質置について求められる。それゆえ，この期間の長さは化石の年代決定の誤差に関係し

てくる。第2の結論は現在生きている動物の残骸を遣すのを妨げる原因が多くあるので，現実に合わな

いと思われる。そのなかで最も単純な原因は，動物個体群の員数が少くなり，それらの動物の占有する

生態的地位が狭くなることである。このような状態になると，それらの動物の生き残りを見出す確率は

非常に抵くなる。たとえば，大昔に栄えた動物群の代表の一員であるシーラカンスやムカシトカゲが現

在生存していることを，古生物学的年代表から100万年後に明らかにするのはほとんど不可能である。

　集団絶滅時代の研究に古生物学的な年代表を正しく利用するには，以上のような理由は重要な価値を

もってくる。

　上で詣讃したように，各地域である動物の最後の群の年代づけの精度に限昇がある場合，これらの動

物の絶滅は実際には同時的に生じたとは考えられないとして，落干の研究者達は集団絶減に関する情報

に疑いを持っていた。それと同時に，多くの場合，集団絶滅時代に先立って，危機時代に最後的に絶滅

した動物群の個体群数は傾向的に減少していったことをあげている。

　動物相の連続的な交代の研究への古生物学的年代表の利用の可能性は限られているという第1の考察

は，短期間に集団絶滅が実際に生じたか否かについては何も答えていない。

　若干の場合には，第2の考察は動物相の組成の具体的変化を反映しており，また別の場合には絶滅過

程となんら関係のない単純な統計的法則の結果である。もしも生存していた動物の名残りの化石の数が

限られているために，これらの化石を対象としている期闘のそれぞれで発見できなかったとすると，集

団絶滅の時点以前に実際には完全には絶減しなかった動物のある種（または属）が亡びたと認定される

ようになるだろう。古生物学的年代表が粗くなればなるほど，上のようなく擬似絶滅》のケースがより

多くなるだろう。

　以上のような法則性を示す簡単な例をつぎに説明しよう（Budyko，1982）。危機時代に動物のある数の

群が実際．とほぼ同時に絶滅したと考えよう。また，期間T後において，その動物の生存時間を通じて各

グループの代表者の生き残りの発見される確率を50％と考えよう。すると，古生物学的年代表上では，

この動物群の50％はく危機時代〉ではなく，丁期間早く絶滅し，25％は2τ期間も早く絶滅したことに

なる。期間丁は数百万年であるので，絶滅過程は長い期闘にわたって生じ，定常的に進行して危機時代

を通じて完成したという閥違った結論がえられる。このような誤りの可能性は，動物の絶滅過程の研究

では多くの場合考慮されていない。
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　もしもこの研究のために数理統計手法を用いると，集団絶滅の現実性の問題は吉生物学的弓代表のデ

ータから矢張り解き明かすことができる。

　ある分類単位・たとえば海賦の無脊椎動物の種または科の絶滅時期に関する資料を研究すると・顕生

代を通じて，数百万年の長さの連続した期間についてみると，対象としている期間の長さへの絶滅した

グループ数の比は一般に余り大きく変化していないことがわかる。それと同時に・ある期間にはこの比

が著しく増大したことも見出せる。統計的方法を利用すると，このような比の増大が偶然的なものであ

ったか，それが集団絶滅をひき起こした決定的事件を反映しているのかを明らかにできる。

　次に説明する申生代末期における爬虫類の絶滅の統計分析の結果は，この事件の現実性を実証してい

る（Budyko，1971）。最近，以上のような方向に沿って多くの研究が行われた。そのなかには顕生代を

通じての海生動物の科の数の変化に関するRaupとSepkovsky（1982）の報告も含まれている。彼らは，

現在えられているデータから四つの集団絶滅が疑いなく存在したという結論がえられることを明らかに

した。繁1番目の集団絶滅はオルドビス紀の末期に，第2番自は二畳紀の末期に，第3番目は第3紀の

末期に，そして第4番目は白亜紀の末期に生じた。この他，デボン紀の末期にも集団絶滅が生じたこと

が知られているが，その統計的関係は余り明瞭でない。

　この類の計算の不十分さは，このような計算は確実な集団絶滅の最低数だけを与え，これらの絶滅の

実際数は統討的研究結果にくらべて当然大きいということにある。

　以上のような議論を考えると，古生物学的資料の分析だけに基づく地質時代の危機時代の研究は困難

であると結論がえられる。それゆえ地質時代の生物周辺の環境の大規模な変化の研究は，生物の集団絶

滅の研究にとって大変：重要な意義をもっている。もしも地質時代における環境の変化が実際に生じたと

すると，それは生物の集団絶減をもたらしたと結論できる。

　生物の集団心寄をもたらしたと思われる原因については多くの仮説が出されている。しかし，もしも

明らかに根拠のない仮説を棄却すると，集団絶滅の原因と予想される仮説の数はごくわずかになってし

まう。

　生じえたというだけでなく，確実に地質時代に生じ生物の生存条件を悪化させた自然条件の変化の原

因の数はさらに少くなってしまう。

　多くの生物にとって不都合な自然環境の変化は二つのグループに分類できる。その繁1は地質時代の

紀または世の長さに匹敵するような長さの期間のものである。

　顕生代を通じて多くの動物にとっても最も不都合な自然条件の最も長期的な変化は，二畳紀と三畳紀

に生じた。この時，動物のほとんどのタイプで，その多様性が大輻に低下した。前飾でくSimpso頁の

法則》と名付けたこの法則姓は，多分大気中の酸素含量の低下を考えると説明がっく。より小さいスケ

ールでは，これと同様な周辺環境の変化が地質時代において珂圓となく生じたのは確かである。多くの

場合，それらは気候の割合に緩やかな変化を伴っていたものと思われる。漸新世における寒冷化は上の

ような気候変化の一例であり，この時代には前節で指摘したように，哺乳類の科の数が大幅に少くなっ

た。

　多くの生物にとって不都合な環境条件の変動が上に説明した統計的研究で明らかにされている集団絶

滅に導かなかったことは特筆に価する。これらの場合，連続的な動物相の多様性の低下は，親在までに

生存していた動物グループの絶滅頻度の増大，ならびに新しい動物グループの出現テンポの滅少とによ

って説明できる。もしも自然条件が緩やかに変化した時，絶滅する動物群の数が増大したと考えると，

長い期間の流れのなかで見られるような絶滅数の増大は，統計的分析で明らかにできるような絶滅速度

の急激な増大とは無関係である。

　自然環境の不都合な変化の第2ケースは比較的に短い期間に生じるもので，これは上で述べた集団絶

滅現象に対応している。

　大量絶滅をもたらしえた最も明確な原園としては，火山活動の変動および割合に大きい天体の地球表
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面土への落下がある。

　第7章で説明したように，爆発型の火山噴火のあとは，大気透明度が低下するために全地球一上（また

は半球上）で，下層空気の気潟が低下する。1回の噴火後の気温の纒i下は10分の数度にすぎないが，火

山噴火が続いて起きると，平均気温の低下は5℃またはそれ以上に及ぶことがありうる。このようなケ

ースが，生物の危機時代の間の閣隔にほぼ等しい1千万年～1億年の周期で生じたと考えることができ

る。

　生物の危機時代を彗星，大きな流星および小惑星と地球との衝突にむすびつける仮説は現在まで何回

となく提示されてきた。

　この章の初めで指摘したように，地球表諭上への彗星の落下が生物の絶滅をもたらしたという考えは，

18世紀末期にラプラスによって初めて出された。現在，この衝突仮説は有名な化学者Ureyを含めて多

くの研究者によって何回となく提出されてきた。Urey（1973）は集団絶滅は地球と彗星との衝突によっ

てi説明がっくと発表している。

　集団絶滅をひき起こす原因として地球上への天体の落下は，十分可能性をもっている。月面観測から，

大小の天体の落下によって生じた無数のクレータが月薗上にあることが知られている。宇宙研究から，

火星ならびに水星の表面も同様なクレータ構造であることが知られている。

　繁6章で指摘したように，地球表面にはこの惑星の大きさに比較できるような無数の天体が落下し，

多くのクレータができた。半径100k田の衝突クレータ（限石痕）は平均して1400：万年に1嗣の確率で，

半径500kmの衝突クレータは平均して6億年に1園の確率で形成されると考えられている。ほとんどの

場合，地球上のこれらのクレータの撰跡は，大気圏および水圏で生じている様々な浸蝕過程の作用のた

めに消されているけれども，隈醜痕の一部は現在まで維持されてきた（滑石撰の地質学　1980）。

　比較的に大きな天体と地球との衝突のような肚大な現象が生物界に大きなインパクトを与えたことは

疑いない。このような衝突は，そのエネルギーの巨大な爆発現象を伴っていた。爆発後，気温は短期聞

一時的に上昇したが，そのあと爆発で生じたダストによって成層圏内のエアロゾル層が大嘗に濃密にな

るために，長期間にわたる気候寒冷化へとかわった。このような気候寒冷化の物理的メカニズムは，1

回の火山噴火のあとでの寒冷化のメカニズムにかなり似ていると考えられる。しかしながら，温度の低

下は臣大な爆発の場合には相当に著しかったものと思われる。割合に大きい天体が地表に落下したあと，

ならびに爆発型の火山噴火のあと，爆発で生じた多量のエアロゾル粒子が大気申に放出されたと考えね

ばならない。

　最近，動物の集団絶滅時代に対応する地帯内で散乱した隈石物質を見畠す試みが行われた。これらの

試みによって，大変興味ある結果がえられた。すなわち，二畳紀末期にあたる地層内で，地球外物体に

よく含まれているイリジュウムが多量に発見された。その後，白金グループの他の金属，ならびにニッ

ケルおよびコバルトの含量にも同様な異常さが発見された。このような異常さは，ヨーロソバ，アフリ

カ，北アメリカ，ニュージーランドなどの各大陸及び島で，また太平洋の中央部海底でも見出されてお

り，この異常さは燈界的規模であることが分かった。

　堆積物内のイリジュウム量のデータを用いて，落下天体の大きさが計算された。それから，この天体

はn×1017gの質量で5～16kmの大きさであったことがわかった。これらの値：は小惑星にほぼ相当する

ので，地球と衝突した天体は小惑星であったと考えられる。この小惑星の落下の運動エネルギーは約

1（声。エルグになるので，孚Nτ10！4トンの曝発力に大体椙当する（Alvarezら，1980；Ganapathy，

1980；HsU，1980；Newell，1980；Smit　and｝lertogen，1980；Hs哲ら，1982；0’keefe　anδAhre－

ns，1982　；他）o

　地球土への天体落下閥題に関する報告に，二畳紀末期における動物の絶滅をひき起こした小惑星の落

下の結果について種々な仮説が示されている。すなわち，落下博大気中には，過去100年闘のなかで最

大の爆発型噴火（クラカトウ火山爆発1883）後に成層圏内へ吹き上げられたエアロゾル量より3桁も
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多い莫大な量の塵が吹き上げられたと考えられている。数年にわたって，成層圏のダスト層は地球表面

上へ太陽光を透入させず，このために植物の光合成活動は停止し，そして動物の大量絶滅が発生したと

考えられている（A王varezら，1980）。他の研究者達は，動物の絶減は小惑星の落下後直ちに，また落

下後1000年間における二酸化炭素ガスの大気中への蓄積によってもたらされた大気温度の上昇に関係

していたと考えている（H甜ら，1982）。大気申に二酸化炭素ガスが蓄積するのは，光合成の停止によ

って植物性プランクトンが死滅し，二酸化炭素ガスの海洋中への吸収が滅少したためであると考えてい

る。

　二畳紀宋期における集団絶滅のメカニズムについての上記のような考えは，真実らしくないと思われ

ている。全地球上で数年間も光合成がストップすると，・ほとんどすべての動物は当然死滅してしまうだ

ろう。特に，それらの栄養として利用される有機物が余り貯えられていない海洋内では，動物は死滅し

てしまうだろう。さきに説明した動物の集団絶滅のあとも，多くの海洋生物が生き残っていたので，多

分，上記のような考えのメカニズムは小惑星落下後に大気中に吹き上げられたダスト量を著しく過大評

価している。小惑星の落下は全大気を過度に碍子させることはなかったと考えることもできる。もしも

小惑星が海中に落下したならば（大田にその大きさ及び年代に相当するクレータの痕跡のないことは，

この考えの正しさを証明している），この小惑星の落下エネルギーが熱に変換しても，海洋の温度が大

纏に上昇することはありえない。それ以外に，落下エネルギーの大部分は，小惑星をのみこんだ等時に

多分吸収されてしまったと考えられる。

　温度調簾機構をもたない多くのグループは絶滅し，温血動物（哺乳類と鳥類）は逆にほとんど生き残

ったように，脊椎動物の絶滅に選択性のあることを考えると，動物の絶滅に大気の加熱が影響したとい

う考えは正しくないように思われる。動物の絶滅が選択的であったということから，二畳紀末期の動物

の集団絶滅は気候寒冷化によるという非常にもっともらしい考えがえられる。

　気候寒冷化のメカニズムは現著者の書物のなかで研究されている（Budyko，1971，1980，1982）。それ

らの書物の一冊（過去と未来の気候，1980）に，100×106凝の体積の天体が地球に落下したあとの

気候変化の評甑が示されている。近似計算から，この場合地球表面へ入射する全天β射量は50％以上も

減少し，約10カ月にわたって地表近くの平均気温は5～10℃低下することが知られている。

　大きな小惑星の落下の気候への影響に関するより詳細な計算が，その後Toonら（1982）によって行わ

れた。その報告には次のような結論が与えられている。小惑星の爆発によって生じたエアロゾル粒子は

凝集および沈降を起こすので，エアロゾルの高い濃度が保たれるのは小惑星落下後数カ月間にすぎない。

この数カ月間には太陽放射フラックスは，光合成を維持できない水準にまで低下する。この計算から，

太陽放射フランクスの減衰は海洋上の気温を2年以上にわたって2～3℃低下させ，大野上では約半年

にわたって気温を数十度低下させることが見出されている。この報告に示されている主要な計算例から，

全地球平均気温は小惑星落下後最初の9カ月間の平均で9℃，20カ月間平均で6℃低下することが分か嵩

これらの温度低下値は，計算の内容はかなり違っているけれども，現著者の計算でえられた値に十分近

い。

　Toonらの報告では，小惑星落下後における大気中エアロゾルの濃度の時間的変化が一層正確に評価

されている。そして，エアロゾルの高濃度は割合に短期間しか維持されないことが示されている。それ

と同時に，彼らの研究では太陽放射の滅衰による海洋上と大陸上での温度低下の差異が過大評価されて

いるように思われる。Toonらが，小惑星落下後におけるより高温な海洋から大陸上への空気流による

熱輸送の強化を無祝しているのは確実である。そのような空気流による熱の水平輸送があると，大陸上

および海洋上での温度低下の違いは当然大郷に小さくなってくる。

　その当時は地球上の：全緯度帯で温暖または暑い気候が広く卓越していたので，5～100Cの気温低下は

中生代末期に非常に多く生存していたある程度の懸巣性動物を絶滅させるには無条件に十分であった。

　大気申のダスト量が増加した時の惑星表面温度の急激な低下は地球上だけでなく，火星⊥でも観測さ
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れていることを指摘しておこう（Goli七syn，1974）。

　火山説および小惑星説の他に，その考えの基礎が不十分であったり，また種々な反論を受けたりして

いるけれども，地質時代における自然条件の急変の原因についてはさらに多くの憶測が発表されている

（Newe　l　1，1967；Herman，1981ほか参照）。特に，太陽系から比較的に近い距離にある超三星の爆発

が地球上の生物の影響を与えた可能性があるという有名なアイディアは，生物の集団絶滅時代における

多くの元素の同位体組成に関するデータを用いて，若干の研究者によって検討された。このような分析

から否定的な結果がえられた（The　qUest……，1980）。

　自然条件の急変をひき超こしたと予想されるメカニズムの問題は解決されたというには程遠く一層の

研究が必要であるけれども，＜生命気候帯》（生物の生存可能な大気条件の範囲）の狭さを考慮すると，

高い確率で次のようにいうことができる。すなわち，生物圏の存在の長い期間の闘には，ある時期，特

定生物群にとってのこの生命気候帯が，上にあったようなものを含めて種々な外部要因の周辺環境への

作用によって消失したということができる。中生代の末期に生じた上に説明した生態的危機は，自然条

件のこのような変化の重要な例である。

中生代末期における生物の絶滅

　二畳紀と三畳紀との境界は，地史の重要な境界の一つである。規模の特別に大きい生物の集団絶滅が

この境界上で起きた。すなわち，この時期に脊椎動物の有名なグループー恐竜類が広く滅亡した。

　白亜紀束期のような別の集団絶滅時代においても，種々なグループに属する様々な生物が死に絶えた。

すなわち，この時期に海洋プランクトンの種のかなりの部分（大部分ともいいうる）が絶滅した。プラ

ンクトン性有孔虫類の全科のなかの3科，23種のうち17種が上部白亜紀末期に絶減した。白亜紀の宋期

に，当時生存していた双殼軟体動物の科および種の大部分が絶滅した。この時期に，多くの腕足類甲

皮類，アンモン貝類，ベレムナイト類，およびその他の無脊推動物が絶滅した。硬骨魚グループでも大

きな変北が生じた。すなわち，白亜紀の最後の世（マーストリヒト盤）から第三紀の最初の盤（ダン盤）

への移行に際して，38種のうち8種が残り，また50種のうち1エ種が残った。

　ここに引用したデータは，白亜紀宋期における種々な動物の絶滅の法則性に関するモノグラフ（発展

と交替……，1978）から弓i用した。これらの考察の一つは，それぞれの動物群の絶滅が漸進的であった

ということを示している。すなわち，グループの大きさは白亜紀宋期よりはるか以前から縮少し始めて

いたという考えである。一般的に，この結論は中世代末期に生じた動物群の集団絶滅は短期的特徴をも

っていたという仮説に相反するものではない。周知の通り，外部環境が多少とも一定な条件下でも，十

分に長：い期間の間では高等分類単位に含まれている種ならびに属の数は大幅に変動する。他の条件が一

定な時は，短期的な集団絶滅はより個体群数のすくない群をより畢く滅亡させる。これは，それらの群

の周辺環境への一般的適応が低いためである。

　それと同時に，集団絶滅時代より前の比較的に短い各期間についての十分な資料がない時にある動物

群の大きさが縮少したと考えるのは，ある場合には聞違っているかも知れない。また前節で述べたよう

に古生物学的年代表の不完全さを反映しているかも知れない。

　このような関係で，化石なかでも有孔虫類の化石が極めて多いというデータは，明らかにいま対象と

している絶滅が突然であったことを示していることを指摘しておこう。白亜紀と築三紀との境界でのプ

ランクトンの変化に関する研究から，これらの絶滅は200年以下の二二に隻じたという結論がえられて

いる（Smit　aHd　Hertoge汽，1980）。これらの研究者は絶滅時代に対応する地層内にイリジュウムおよ

び種々な他の金属が多く含まれているという資料をえているので，彼らが小惑星の落下によって集団絶

滅が生じたという人達に賛同したのは当然なことである。

　中生代において生態的地位の大部分を占有し，そのなかに睦上海洋，空中に棲んでいた様々な動物

を念んでいた爬虫類の綱の代表者達がこの集団二二時代にどのような運命を辿ったかという問題は大変

興味をひく。中生代の爬虫類のなかには，多くの大きなまたは巨大なものがいた。それらのなかのいく
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つかは，地球の歴史を通じて最大の陸生動物であった。

　Colbert（1965）によると，白亜紀の末期には爬虫類の10目が生存していたが，第三紀の初期までに5

目が絶滅した。かれの作成した表8．3から，上部白亜紀に生存していた爬虫類の全科のわずか30％が第

三紀の初期には残っていたにすぎないことがわかる。

表8．ろ　白亜紀未期における爬虫類の絶滅

科 の　数
目

上部白亜紀 第三紀初期

カ　　　メ　　　類 15 8

始　　　鰐　　　類 1 1

隊　　　頭　　　類 1 1

トカゲ類とヘビ類 6 3

ワ　　　ニ　　　類 6 2

電出目恐竜類 6 0

鳥盤目恐竜類 9 0

翼　　　竜　　　類 1 0

魚　　　電　　　類 1 0

長　　　頸　　　類 4 0

計 50 15　　・

　この表のデータは爬虫類の科の数への集団絶滅の影響を若干過大評価している。すなわち，丁丁類は

多分白亜紀の終末までには絶滅してしまったと考えられる。カメ，トカゲおよびカメの多くの科がこの

時代の末期に滅亡したという意見はすたれてきたように思われる。しかしながら，恐竜類，翼竜類，蛇

頸竜類および大型の海生のトカゲ類一モザザウルスのような爬虫類のなかの重要なグループが白亜紀の

末期に絶減したことには，疑う余地はない。白亜紀と第三紀との境界においてワニ類の古いタイプー中

鰐類の絶滅が加速されたのは注目に価する。

　爬虫類に関する資料に比較してはるかに限られている哺乳類に関するデータによると，白亜紀と第三

紀との移行期に，当時生存していたグループに大きな変化は見られなかった。古生物学的データのさら

にすくない鳥類についても，上と同様な結論を下すことができる。

　白亜紀末期における動物相の交代に関する資料の研究から，ある限られた期間内に生じた集団絶滅は

動物相の交代に影響を与えたという結論がえられている。極めて慎重な評価ではあるが，上にあげた大

型動物群の絶減の多くは数百万年以下の比較的に短い期間の間に生じたと結論できる。白亜紀または暁

新世一始新世内の長さにおいてほぼ同様な期間をみても，集団絶滅と同じ規模の生物絶滅は起きなかっ

た。

　現在えられている化石の年代決定の精度は余り高くなく，また古生物学的年代表は不十分なので，古

生物学資料を用いて絶滅時代の長さならびに各グループの絶滅時代の同時性を十分確実に決定するのは

むずかしい。古生物学的資料では，絶滅期間の長さの⊥限を決定できるにすぎない。

　中生代末期に生じた大事件のために，新生代初期の動物相は後期白亜紀の動物相から大きく違ってい

た。

　三畳紀の後半に出現し，それから陸陸地表面へ急激な勢で広がづていった様々な種類の恐竜類の絶滅

の問題は，特に注目に価する。三畳紀とジュラ紀の境界で，恐竜類の第1回の絶滅が生じた。このため

に，三畳紀グループの1部はこの時に滅亡した。ジュラ紀の初期および中期に生存していた恐竜類に関す
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る情報はすくない。広く生存していた恐竜類の次の集団絶滅は後期ジュラ紀に発生した。この時代から

白亜紀宋期までの期間には，草食恐竜類および肉食恐竜類の多くのタイプのものが生存していた。その

なかには大きなものが多く，巨大な種も度々みられた。雨脚類は特に大きな姿になった。それらのなか

のある種のものは，現在の陸生動物のなかで最も重いものの約10倍にあたる50～80トンにまで達しえた。

　三畳紀末期から白亜紀宋瑚まで，すなわち1億奪以上の長きにわたって，恐竜類は哺乳類と一緒に生

存していた。すなわち，哺乳類は大型の陸上草食動物および曖食動物の占有している生態的地位から恐

竜類を追い出すことはできなかったことを揚摘しておこう。

　生存競争に恐竜類が勝利したのは祖竜類（とくに申生代を通じて鳥類よりも広く分布していた翼竜類）

および多様な生態的地位の大部分を占有していた爬虫類全体の一般的勝利の1部であった。

　多くの研究者が恐竜類の運命について関心を払った。そして，生物学以外の観究者もこの問題に関心

をもった。また，大衆雑誌の読者達もこの問題に関心を払った。このように関心が払われたのは，多く

の恐竜類が変った外形をしており，しかも臣下であったことにも関係している。現在，恐竜類の歴史に

多くの関心が向けられている。特に，恐竜類の歴史は人間圏の発生を埋解するために重要な意義をもっ

ている。この問題については後で詳細にふれる。

　恐竜類の進化への周辺環境の変乾の影響を研究する場合，半生代における大気中の酸素含量の変動を

示している図8．2のデータが利用できる。この図から，恐竜類は大気中の酸素含量は割合に低いが急速

に上昇していた三畳紀後半の時代にまず広がったという結論がえられる。恐竜類の出現は哺乳類の出現

よりも約2千万年も早かった。これは爬虫類のエネルギー消費レベルが低く，哺乳類に姥較して低い酸

素レベルでも発育できたことに麗係しているように思われる。恐竜類が2千万年も早く分布していたこ

とは，それらのより原始的な動物の占有していた生態的地位を奪いとる能力のなかった哺乳類との生存

競争にβいて，恐竜類が優利になるのに大きな役割を果たしたものと思われる。

　三畳紀の宋期における恐竜類の最初の絶滅の問題にはこれ以上ふれずに，この絶減は多分白亜紀末期

の絶滅に似ていたが，スケールはそれよりかなり小さく，したがって恐竜類は滅亡しなかったことを指

摘しておこう。ジュラ紀における恐竜類の急激な発達は，大方その時代における大気中の酸素濃度の上

昇によっていた。当時の酸素濃度の上昇は特大な恐竜類の出現を可能にした。

　中生代の期間の大部分を通じての最も大きな恐竜類の生存は，大気中の酸素含量が高いレベルにあっ

たので可能であった。高いレベルの酸素含量はジ謀ラ紀後半と白亜紀前半においてみられた。白亜紀後

半における酸素含量の低下が恐電類の進化にどのような影響を及ぼしたかという問題は，輿味をそそる。

図8．2に示されているように，白亜紀末期において酸素量はやはり十分高かった（ジュラ紀の初期の値

より高かった）けれども，最も大型の恐竜類（同様に大型の飛行爬虫類）の生存条件はその当時かなり

悪化していた。酸素含量の低下は緩やかに進行したので，当時の恐竜類ならびにその他の動物は，変化

し続ける周辺環境条件に順次適応することができた。白亜紀の最末期まで恐竜類のなかの最大種が生存

できたことは，上のような考えの正しさを証明している。しかしながら，白亜紀末期における外部環境

の悪い変化への巨大型恐竜類ならびにその他の大型動物の安定性は，それ以前の時代におけるそれらの

安定性よりは低かったと考えられる。

恐竜類絶滅の原因に関する問題へ再び戻るにあたって，白磁紀末期におけるその他の多くの生物群の絶

滅の原因に関する問題と切離して，恐竜類滅亡の原因を研究するのは趨切でないことを強調しておこう。

このことを考慮すると，恐竜類の生平ゾーン内の生態的条件が局所的に変化したという仮説を残らず棄

却できる。よく知られているように，この仮説は海洋プランクトンならびにその他の多くの海生動物の

集団絶滅の原因を解明するには役に立たない。

　地史のなかの丁半時代と同様に，後期ジュラ紀における生物群の絶滅は自然環境の地球的規模の変化

の結果であり，選択的な特徴をもっていた一瞥生物群への気候変化の影響は違っていた一のは確かであ

る。この事実は生物群の絶滅のメカニズム解明にとって大きな意義をもっている。
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　白亜紀宋期における脊推動物の運命の問題を研究しながら，古生物学的資料から判断できる限りでは，

哺乳類および鳥類はわずかに絶滅に悩まされたか，またはほとんど全く悩まされなかったことに気付く。

それと同時に，集団絶滅は廻虫類のほとんどの科を絶減させた。このような違いは爬虫類が外温性で周

辺環境の温度低下に余り耐えきれないためであるという意見がすでに前から提示されていた。一：方，内

温性動物一補乳類と鳥類は環境温度の低下にかなりよく耐えることができる。

　他の爬虫類と違って恐竜類は内温性動物であったという証拠の発見された最近になって，上のような

考察には疑いがもたれている。この問題は重要な点なので，より詳細に説明する必要がある。

恐竜類の温度状態

　恐竜類の内温性に関する意見はすでに60年代半ばに出されていたけれども，この問題はBakke　r（1971）

の書物が出版されてから主として多くの注自をひくようになった。彼は恐竜類の体温調節と外地の構造

との関係を研究した。Bakkerは，ほとんどすべての最下等な陸生脊椎動物は広く離れ，折れ曲がった

外肢をもっているが，陸上の哺乳類（単孔類を除く）および鳥類は真直ぐに伸びた肢をもっており，荷

重の一部を骨や関節にかけ外肢筋肉への負担を軽くしていたと述べている。このような関係で，Bakk－

erの意見によると，鳥類および哺乳類はく直立歩行型〉である。直立歩行型はより高等な活動的な動物

に対応すると考えて，Bakke　rは直立歩行型の恐竜類は哺乳類浴よび鳥類と同様に内温性動物であった

という結論を導いた。

　その報告のなかで，Bakke　rは次のような見解を述べている。折れ曲った外肢をもっていた初期の祖

竜類は多分変温動物であったが，より真痙ぐで離れた下肢をもっていた申期三畳紀の祖竜類はより高い

新陳代謝レベルを持っていた。そして，その次に現われた恐竜類は定温体制に到達したと述べている。

　Feduc　c圭飢1973）はBakkerの見解を研究した。そして，下等な脊椎動物のなかには内温性の部分的

に発達している例が存在するので，恐竜類においてそのような可能性があるということに反対すること

はできないと述べている。しかしながら，Feducciaの意見では，現在生きている動物において，これ

らの性質は常に一致するとは限らないので，直立歩行型と内温性とがむすびついているという考えには

一卜分に基礎があるわけではない。恐竜類の直立歩行は大型動物にとって必要な適応であったとFeducc－

iaは考えている。　Fedueciaは，脳の大きさからみて恐竜類は爬虫類より優れているとはいえず，鳥

類および二三類より大きく遅れていたというJerison（1973）の結論を引用している。温度調節中枢は

脳のなかで割合小さい三三を占めているにすぎないが，現存する脊椎動物ではこの中枢は相対的に大き

い脳の一部を占めている。

　申生代の温暖な気候条件では，二一姓は多くの場合，生存競争に有利であったことを捲即しておこう。

Feducciaは典型的な爬虫類から恐竜類を除外する証拠はなに一つないと結論している。

　Bakkerは別の報告（Ba斌er，1974）で，恐竜類の内開性について補足討論を・発表している。その一

つは，発掘個体に関する資料を用いて計算した草食恐竜類の数と肉食恐竜類の数の比である。Bakker

の意見によると，この比は割合に小さく，肉食動物一時食動物システム内に含まれている現存する哺乳

類について求めた同じ比に近い。そして，古生代の爬虫類について求めた同じ姥に比較して著しく小さ

い。外温二叉食動物の要求するエネルギー量は内温性肉食動物のそれより著しく少いので，それらの相

対的な個体数はより高くなりうる。この関係から，Bakkerはこの銘の小ささは恐竜類が内温性であっ

たことの証拠であると考えた。両生類および爬虫類に比べて恐竜類の骨の構造がより複雑で，高等な脊

椎動物の骨の構造に似ていることは，もう一つの証拠であるとBakRerは考えた。　Bakkerの第3番目の

考えは（部分的には彼の最初の報告に示されている），長い四肢をもつ大型の恐竜類は当然急激に動く

ことができ，そのため多量なエネルギー消費が必要であり，低い新陳代謝レベルではそれをまかなうの

はむずかしいというものである。

　恐竜類が内温性であるという考えへの反論を次に説明しよう。

　すでに指摘したように，草食恐竜類の数への肉食恐竜類の数の比が小さくて哺乳類について求めた同

一！98一



じ姥に大体等しいことは，恐竜類が内胃性であるという考えの基礎の一つであるとB詠kerは考えた。

Farlow（1976）はこの問題を研究した。そして，経験的資料の解析から8akkerの結論に相反する結論

をえた。それと同時に，Farlowは恐竜類の個体群数に関する現存する情報が限られているので，この

問題の解決はむずかしいことをま旨下している。いま対象としている個体群数の比に関する問題へ正しく

返答するには，実際に存在していた肉食動物一筆食動物システム内にふくまれていた恐竜類の莫大な数

の化石が必要である。残念なことに，そのような多量な資料を用いての古生物学的研究はほとんど不可

能である。たとえば，Bakkerの利用した暴君竜に関するデータは非常にわずかな個体数のもので，二

言†的な意味を持っていない。それ以外に，肉食恐竜類と葦食：恐竜類の化石の保存条件が一致していない

ことを考えると，ある生態系内に含まれている草食恐竜類と肉食恐竜類の個体群数の実際的評価はむず

かしいと考えることができる。

　Bakkerのもう一つの証拠一Riqleも（1969他）の報告のなかに示されている恐竜類が他の爬虫類と違

った独得な骨構造をもっていることは，恐竜類の四温性に関する問題を何一つ解決していない。L．L．

Tatarlnov（1976）は，＜Riqletはそれらの骨組織の若干の組織学的特鐵一奪輪の欠除，バヴァーズ系

の著しい酷イ鋳そして初歩的引板骨組織の存在に基づいて獣弓類（および恐竜類）は温血性であるという

結論をえた。しかしながら，第1の莚拠はRiqletの対象にした動物が年間を通じて活動できたことを

示すだけである。そして，残りの証拠は不明瞭である》と述べている。

　恐竜類の内温性の意見を支持する人達の次のような証拠は，低いまたは中程度の新陳代謝レベルをも

つ爬虫類ではとても考えられないような高い活動度を恐竜類がもっていたことに基づいている。

　Bakke　r，同様にDe　smond（1976）は，縛に，巨大な草食恐竜一竜脚類は，一般に考えられているよう

に半水棲の動物ではなく，樹木の頂上の葉を食べるためにその長い頸を利回しながらキリンに似て，陸

上に生棲していたという見解を出している。

　以土のような視点を発農させながら，Desmondは次のように認しているく全体でわずか数オンスの

小さいトカゲは短い時間だけしか活発に動きえないのに，8トンも重さのある肉食型恐竜はどうして被

食動物との長い時間にわたる闘争に耐えることができたのだろうか？どこから肉食型恐竜はそのエネル

ギーを獲得したのだろうか？》。

　確実な根拠に基づいてこのような問題を討論するのはむずかしい。よく知られているように，Desmo－

ndのあげたトカゲよりはより一層恐竜類に近いナイルワニは水牛だけでなくサイでも攻撃するだけの

エネルギーを持っている。

　恐竜類の脳に関するBakkerおよびDesmondの考えは十分理解されていない。　体全体の大きさにく

らべて，臣大な恐竜類の脳の大きさがわずかなことは広く知られている通りである。このことは若干小

さい他の恐竜類にもあてはまる（Jerison，1973）。若干の・1・さい恐竜類では，脳の相対的大きさが鳥類

の脳に匹敵していたことを指摘しながら，BakkerとDesmondは，この一致は恐竜類が内温性であると

結論するための根拠であると考えた。すでに述べたように，もしも体温調節因子として脳の大きさを重

要視するならば（別のところでは，彼らはこの意義に反対している），このような比較から恐竜類のほ

とんど大部分は外車性であったと結論しなければならない。

恐竜類の温度状態を研究するのに，我われは第5章で説明した動物の熱状態の物理理論および動物のエ

ネルギー収支に関する記述を利用した（Budyko，1978）。次に，この研究の基本的結論を説明する。そ

のあと，よく似た研究がMe　Gowen（1979）によっても発表された。

　恐竜類は毛皮をもたず，かつ体表面からの蒸発は大：方わずかであったので，恐竜類の体表面での熱収

支式は次のように表わすことができる。

R・＋M＝（ρCpD＋4・T3）（T，一7） （8．1）

ここでRo一気温丁を用いて長波放射による熱放出を決定した時の体表面の純放射，　M一動物の発熱
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量（RoとMとは動物の体表颪の単位面積あたりである），ρ一空気の密度：，　Cp一空気の定圧比熱

D一動物体表面と大気との間での乱流熱交換強度を特徴づけている係数，σ一ステファン・ボルソマン

定数　Ts一動物の体表面温度。

　この式は動物の温度状態が定常状態にあるときあてはまる。非定常条件下では，体温の変化速度は次

式から求まる。

　　　　　　　∂Ts
　　　・・CIW石丁＝こR・÷M一（・C・D＋4・T3）（孚・一孚）〕S

　ここでρ1とC1一動物体の密度と熱容量，W一その全体量，　S一体の表面積，

条件下では動物体温と気温との差は次のようになる。

　　　　　　　　　　Ro十M
　　　？s－T＝・
　　　　　　　　ρCpD＋4ρT3

（82＞

（8．1）式から，定常

（8．3）

体温が時聞で余り変化しない条件では，動物の温度状態の評価に上式を利用できる。動物が小さい場

合には，動物の体重に比例する（8．2）式の左辺は体表面の広きに比例する右辺各項に比較して非常に

小さいので，（8，1）式は定常・非定常の両条件下での小さい動物の温度状態を表わしている。

　第1近似として，動物の純放射は地表面の純放射に近いと考えよう。

　観測資料から知られているように，地表面のRoの値は大体400から一150～V／m露の間にある。

　係数Dは風速の関数であるので，相（ρCpD＋4ρT3）は風速に関係し，それと共に増大する。平

均的な条件下では，この和は20W／（m2℃）になる。これを考慮すると，開けた場所にいる外温性動物

（M＝0なる）の体温は気温より20℃も高く，またそれより7℃低くなりうることが（8．3）式から分

かる。現在生きている小さな爬虫類での観測から，その体の太陽側の面は署しく加熱され，気温より20

℃以上も高温に，また無風時にはそれ以⊥に高くなりうることがわかった。

　（8．3）式を利用すると内温性は人類の体重より軽い余り大きくない恐竜類の温度になんらかの重大

な影響を及ぼすことはなかったと結論できる。これらの動物はほぼ人間の発熱量にひとしい程度の発熱

量一安静時には55W／㎡を持っていたと仮定しよう。すると，体温を約3℃上昇せしめうるが，この程

度では低温側への体温の変動を補償するのには不十分である。したがって，内義性のあるなしに無関係

に，比較的に小さい恐竜類は他の爬虫類と同様な方法によって自らの体温を好適域に保持しなければな

らなかった。

　第5章で示した動物の温度状態の理論式による一算から，内側性は，哺乳動物の毛皮のような熱絶縁

被覆がある場合にのみ，余り大きくない動物の体温を保持するのに有効な方法であることが知られてい

る。

　次に大型の恐竜類の熱状態の問題を研究しよう。

　動物が大きくなるに伴って単位体重あたりの熱の放軽量：は，体重へのその表面積の比が減少するため

に低下する（マックスルーブナーの法則）。そして，内温性動物では，この比は単位体重あたりの発熱

量の減少によって大幅に相殺されている。

　哺乳類および鳥類の実験資料を用いて，次式がえられた（Kleiber，1932，1961、

M＝3W3／4 （8．4）

　ここでM一動物の新陳代謝によるエネルギー放出（kcal／hr），　W一体重（kg）。

潔購露盤面心吝郷灘衡幽幽きさだけが増大する
　主としてベルグマンの規則（四温性動物で体のより大きい種は一般により寒冷な気候条件下にいる）

⑱基礎となった動物地理学的比較から分かるように，この極めて弱い依存関係は生態学的には若千意義

をもっている。

一200一



　最も大きな恐竜類一竜脚類の体温が，この動物を内温性と考えた場合，どの程度気温から違いえたか

を評価してみよう。これらの恐竜類の体重：は人間の体重：のほぼ千倍であったとすると，上にあげた式か

ら温度差は4～5℃になりうることがわかる。

　最も匿大な恐竜類が，新錬代謝レベルが低くてもある程度恒温的動物でありえたことは注目に価する。

　（8．2）式から，動物の体温の変動はW／S，すなわち動物の体の大きさに密接に関係しており，体

の大きさが大きくなるにつれて減少することがわかる。（8．2）式を解くと，外気温力源及び月という

長い期聞に緩やかに変化する場合には，恐竜類の体の大きさはその温度状態にほとんど影響しないこと

がわかる。しかしながら，1日の間で生ずるような気温の短周期変造に対する動物の温度状態の安定性

は，動物の体が大きくなるに伴って著しく大きくなる。

　いま開けた地表緬上にいる小さな爬虫類では，1紹の聞でのその体温の変動は地表面温度の変動にほ

醐当するとすると澱も耀の蕊類の澱畷化の騙醜麺の懸畷イヒ簾喘以下にな・

てしまう。この結果，ならびにすでに先に示した意見（Co圭bertら，1％6）から，もしもそれらが年変

化のすくない気候条件下に生存していたならば，大型の恐竜類は内温性を欠いていても実際的には恒温

動物であったことが分かる。すでに指摘したように，中生代を通じて上詑のような年変化の少ない温暖

な気候が広く分布していた。

　次に，外張性および内温姓を仮定して大型の恐竜類の温度状態を評価してみよう。外陰性の条件での

恐竜類の平均体温は，M＝0とおくと（8．3）式から計算できる。地表面の純放射の日平均値は100～

150W／がである。したがって，もしも恐竜類が開けた広い饒地上に棲んでいたとすると，その平均体

温は5～7℃気温より高かったと憩われる。中生代の気候が現在よりも著しく暑かったことを考慮する

と，開けた広い場藤に棲んでいた大型恐竜類の平均体温は，それらが毛起性である場合も現在の気温

よりは約10℃も高かったかも知れないと結論できる。大型恐竜類が内温性である場合には，この温度差

は14～15℃にも達しえたと思われる。

　恐竜類が生存可能であった体温範囲に関するデータはないけれども，それらに最も近くて現在生存し

ている動物一ワニのデータを恐竜類の上限致死温度の評価に利狂しよう。Colbert，　Cowe沁および

Bogertが先に引用した報告のなかで明らかにしているように，アメリカアリデータの体温の上限致死

温度はわずか38℃である。そして，この値はこの動物の最適温度32～35℃よりほんのわずか高いだけで

ある。そう過度に気温が高くない条件でアリデータを太陽光にさらしながら，Colbertらは1時間（小

さいアリデータ）および3時間（大きいアリデータ）でこれらの動物が死ぬことを観察した。現在の熱

帯気候条件では，気温はしばしば38℃以上に上昇するので，大きな恐竜類がワニの上限致死温度を大幅

に上回るような体温条件で生存しえたとは考えられない。それゆえ，現在のワニに似た掛盤類は外温動

物で，ワニと同様に1日の大部分を水中で過ごし，太陽光による体温の上昇を防いでいたという現在ま

での考え方は大変もっともらしく思われる。

　現在熱帯に生毒している大型の陸生動物一ゾウ，サイならびにカバはほとんど毛皮を失っている。す

でに指摘したように，これは動物の体温への内温性の影響を大幅に低下させる。似たような適応現象の

存在，ならびにこれらの大型動物が非常に暑い天候下で繊当り場断を避けようとする努力は，暑い気候

下では大型陸生動物にとって熱賛の危険：のあることを明瞭に物語っている。巨大な内温性の恐竜類にと

っては，その体が非常に大きく，そして中生代においては気温が著しく高かったので，熱死の危険性は

さらに恥かったと思われる。

　したがって，最も巨大な恐竜類の熱収支の研究から，これらの動物は1Bの暑い時期には水中へ逃避

する外温性動物であったという結論がえられる。

　比較的に小さい恐竜類は，陸上でも大型恐竜より容易に日陰を転回できたと思われる。

　小さい恐竜類では，断熱性の高い毛皮がない場合には外温熱は寒冷からの保護という点ではそれらに

とって有利ではなかった。また，それはそれらの動物の熱死の危険性を大幅に増した。大きい恐竜類と
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小さい恐竜類の熱状態の間の主な違いは多分次のように結論できるだろう。すなわち，巨大な恐竜類に

とって二死から逃げる唯一つの途は水に浸ることであったとすると，小さい恐竜類ならびに多くの現在

の爬虫類はそれらに不都合な温度変化をさける場所を多く陸上で見出すことができたことである。

　以上説明したデータは，巨大な恐竜類が内温性であった確率の低いことを示している。

　脊椎動物の各綱のいろいろな代表者をみると，各綱のなかで温度調節のメカニズムは多かれ少なかれ

似ているので，上に述べた結論はそう大きくない恐竜類にもあてはまると考えることができる。

　恐竜類の温度状態の問題の研究は・その栄養状態を研究する方法でも実施できる。恐竜類の内温性に

関する討論のなかで，直立外記による歩行は，高い新陳代謝レベルでのエネルギー消費に量的に見合う

餌を恐竜類が獲裾するために必要な適応であったという見解が出されている。しかしながら，直立外肢

による歩行は，多様な中生代の爬虫類のなかでの激烈な生存競争条件における外層性動物にとって有用

な適応であったという可能性も除外できない。

　最も巨大な：草食恐竜一竜脚類のエネルギー収支に関する問題を次に研究しよう。これらの動物が莫大

な量の餌を必要とすることと未発達で弱い顎をもったそれらの非常に小さい頭の構造とが矛盾するとい

うことは，現在までも何回となく注目されてきた。すなわち，そのような弱い顎では恐竜類の餌となる

植物をある程度多量に摂取することはむずかしい。この：矛盾点は，それについて必要な考慮は払われて

いないけれども，恐竜類の温度状態に関する討論のなかでもとり挙げられた。

　この問題を研究するために，すでに上で引用したいくつかの竜座類とジラフとの間の相似関係を利用

しよう。そして恐竜類の内温性の考えに反対している人達との関連で，これらの恐竜類ならびに現在の

ジラフは樹木の上の方の枝の葉を食べていたと考えよう。最も大きい恐竜類の体重はジラフの約王00倍

以上であ・た・・を点し・さらにエネルギ哨費は体動態乗砒肌囎卜する・とを考える・，

内温性恐竜はジラフよりも30倍の餌を摂取しなければならなかったことがわかる。

　野外観測から知られているように，ジラフは1日の大部分を通じて摂食にあけ暮れている。ジラフが

毎a餌をとるのにあてる時間を30倍に拡大するのは全く不可能なことである。したがって，体の構造お

よび餌をとる方法がジラフに似ていて，ジラフより巨大な大きさの内温性動物の生存は明らかに不可能

である。

　その体：重がジラフのそれの10倍にまではなりうる最も大きな現在の草食動物（ゾウ，サイ，カバ）の

エネルギー収支がどのように満たされているかという問題を設定するのが自然である。これらの動物は

すべて大きな頭を有していて，体の全体の大きさへのそれの比はジラフでのその比より著しく大きい。

　したがって，ゾウ，カバ，サイの大型動物はジラフに比較して単位時間により多量の草を食べること

ができる。最も大きな絶滅した陸生の草食哺乳類（無角サイのある種）は相対的に大きい頭を持ってい

たのが特徴的である。

　現在までに生存していた動物のなかで最も巨大なヒゲクジラの体の構造にも同様な法則性のあること

は注目に価する。ヒゲクジラは栄養をとるに必要な莫大な量の生物量を餌として摂取しなければならず，

しかも餌となる生物の密度は比較的に低いので，それらの頭の相対的大きさは非常に大きい。そして最

も大きいハーン・・ドクジ・では錐の長さの去に達する．〃ラ噸の嗣的大きさがそれ以上に

大きくなるのはとても考えられないので，ヒゲクジラ（同様に最も大きい草食の哺乳類）の最大の大き

さは，それらのエネルギー収支によって相当に制限されていると考えることができる。

　ジラフおよび巨大な内温気恐竜類のために必要な欝量の間の上にあげた比は，Bakke　rが外温性動物

と内温性動物との新陳代謝レベルの比に一致していることを指摘しておこう。このような一致から，も

しもそれらが外温性動物であったならば，竜脚類はジラフに形の似た生物であったという結論をうるこ

とができると思われた。

　しかしながら，この結論は正しくなかった。内謁性動物は多くの植物性餌を多く集めるために活発に

動き回ることができるが，外温性動物は1日中そのように活発に動き回ることはできなかったと思われ
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る。その他，竜脚類の顎と歯は，ジラフの顎と歯にくらべて，植物の各部分をもぎ取り，噛み砕くため

には余り生していなかった。

　小さな頭をもつ竜野類の餌をとる能力は，現在生きている陸生の草食哺乳類の餌をとる能力と非常に

違っていたのは確かである。これらの竜門類ならびに若干の現存するトカゲ類（海生イグアナ）は，主

に浅い所に密生する藻類を食べていたという有名な考えを再び提示できる。

　竜脚類が四温性であるという結論は他の恐竜類にもあてはまると考えて，余り大きくない草食性恐電

類の生活様式は竜門類の生活様式と違っていたことを強調しておく必要がある。すなわち，イグアナ群

のような葦食恐竜類は多分陸上の植物を食べていた。これは彼らが比較的に大きい頭部をもっているこ

とからも判断できる。

　したがって，竜脚類が外温性で，かなり水生的動物であったという結論は，いくつかの独立した別の

方法によっても確かめることができる。そのような証拠の第1は，恐竜類の熱収支の評価である。この

評価から内温性条件では，太陽光に長期間さらされると，それらの体温が過度に上昇することが知られ

ている。第2の証拠は大きな箪食哺乳類の食物バランスと恐竜類の食物バランスとの比較である。その

ような比較から，恐竜類がいつも陸上で生活している場合には，巨大な恐竜類はエネルギー消費を補償

しえないことが知られている。麗大な恐竜類の生活様式解明の第3の途は，水中と陸上で動物が生活す

る聴にその移動に要するエネルギー量が非常に違っているという古くからの有名な事実である。二大な

恐竜類の熱収支およびエネルギー収支に関するデータから，かれらは四温性であるということを考慮す

ると，水の外に長時問いるときには，これらの動物は移動に要するエネルギーを補うことは大変むずか

しいことが容易にわかる。よく知られているように，恐竜類の形態を研究した数多くの二四物学的研究

のなかにも，上と同様な結論が出されていた。

　以上のべたような考察から，恐竜類が内温性動物であったという意見は余り正確でないことがわかる。

　恐竜類の内温性の問題が，最近多くの研究会で討論されている。1例としては，1978奪に行われたア

メリカ科学発展委員会の会議がある。この会議の報告にみられるように，恐竜類は内温性であると主張

する研究者達はそれらは外割性であるという古くからの意見を主張する研究者達を説得できなかった（

1＞Iiller，1978）o

中生代末期における集団絶滅の三園

　簡単な統計解析から，中生代末期における爬虫類の多くのグループの絶滅は偶然的に一致して生じた

のではなく，周辺環境条件の一般的な変化のためであったことが知られている。次に，このような解析

の1例を説明しよう（Budyko，エ971）。Colbertによると，中生代束期に幡虫類の10囲のうち5目が絶

滅した。臼亜紀に絶滅した爬虫類の各目の平均生存期間は約1億妬であったとしよう。そして，個々の

麗の絶滅時期は500万下位ずつ違っていたと考えよう。これらの条件では，Poissonの式から計算し

た爬虫類の凹目の絶滅が偶然的に一致する確率は1万分の工になり，極めて低い値であった。したがっ

て，爬虫類のこれらの群の絶滅時期が一致したのは偶然ではなく，周辺環境の明白な変化のためであっ

た。

　上に引用したRaupとSepkosky（1982）も，海生動物のデータを統計的に解析して，白亜紀末期の動

物の絶滅の本質について同様な結論をえている。

　聴きに説明した事実一多くの外目性爬虫類が絶滅した後も内温挫動物（哺乳類と鳥類）が生き残って

いた一を利用すると，集闘絶滅が生じた時の周辺環境の変化の特徴を明らかにできる。すなわち，世界

的な寒冷化が後期白亜紀における動物の絶滅の主要原因であったという確度の高い仮説がえられている。

この仮説は次のような三つの補足的考察からも確かめることができる。それらの第1はこの集団絶滅時

に多くの海生生物が死滅したということに基づいている。よく知られているように，死滅した海生生物

のなかには，比較的に小さい温度変動でも耐えられない狭温姓タイプのものが多く含まれていた。この

仮説にとっての篤2の補足的根拠は，集団絶滅後も厳しい寒冷が生じた時に避難場所を見つけえた比較
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的に小さい陸生の爬虫類が生き残っていたということである（臼亜紀末一までに，大型爬虫類のすべては

減亡してしまった）。第3の根拠は，現在中緯度帯でしばしば生じ，また時折り熱帯地方にまで広がる

ことのある短期的な温度低下は・中生代時代には極めて稀れであったし・また一般に経験したことはな

か・たというたとである・これは・全土也斑に温暖な・または暑い気候が卓越していて，現品暖気候

帯へしばしば流入する低温気団を形成する寒冷気候帯がなかったことを鰍してし・る．このような関係

から，中生代の生物は，現在の生物に比較して周辺環境の温度低下に非常に敏感であった。

　生物の生命活動への急激な温度低下の影響は，生物によって非常に違っている。すでに指摘したよう

に（Budyko，1971），下にのべるような限界温度がそれぞれの生物にとってある：a）生物の死を直接も

たらす低温，b）生存競争の経過のなかで死貸してしまう範囲にまで生物の活動度を低下させるような低

温，c）伝染病への生物の抵抗性を低め，不可避的に死をもたらすような低温，　d）生殖過程を撹乱するよ

うな低温。そのほかに，生存をゆだねている植物が絶滅した時にも，生物の死滅が生じうる。

　以上のような低温の幅は，狭温性生物の場合には当然非常に小さかったと思われる。現在生きている

熱帯動物のなかでは，その生野環境の温度がわずか数度低下した時にも死滅するものが多く知られてい

る。以上のような考察から，中生代の動物は温度低下にさらに一層敏感であったことがわかる。

　さらに，中生代の後半には大気中の酸素量が低下したことをいま一度あげておこう。このため，多く

の動物（特に，体の大きいもの，および飛行する動物）の周辺環境の温度降下への抵抗性が低下したも

のと思われる。中生代の末期における世界的な温度低下をもたらした物理的メカニズムの問題へ移りな

がら，白亜紀末期に寒冷気候のあったことを示す古温度データがえられていることを指摘しておこう。

このような温度低下は，多くの生物，とくに温度条件の変化に敏感な生物の生存条件を劣化させたもの

と思われる。

　それと同時に，白亜紀末期において多くの動物の生命活動に悪い影響を与えた上にあげた二つの要因

は，いま研究している集団絶滅の主要原因ではなかったと考えなければならない。酸素濃度の低下なら

びに古温度データから明らかにされている寒冷化は突然生じたのではなく，進化過程を通じて多くの生

物がそのような環境条件の変化へ適応可能であるような100万年という長い期間をかけて進行していっ

た。

　上と同様なスケールの自然条件の変化でも，生物の進化的変化だけでなく環境劣化への順応もできな

いくらい非常に短期聞に生ずると全く違った結果をひき起こす。

　このような関係で，．とに説明した集団絶滅の原因としての火山爆発説と隈石落下説は，周辺環境の緩

やかな変化を集団絶滅の原因とする説より著しく酒利な点をもっている。もしもこれらの仮説が正しい

とすると，生物の集団絶減は当然割合に短い期間に生じたことになる。

　上に説明した二つの要因が中生代末期における集団絶滅に影響したという可能性は無視できないこと

を指摘しておこう。

　重い小惑星の落下は広い範囲にわたって地帯を破壊し，火山活動レベルに影響する二二下の物埋過程

を活発化させたに違いない。この結果，爆発的特徴をもった火山噴火が連続して発生し，寒冷側への大

きな気候変化を引き起こしたと思われる。このような火山噴火のシリーズは，多分工00年または1000

年目続いたと思われる。この場合，動物の集団絶滅は，地史的時間スケールからみると割合に短い期間

内に当然生じた。

　恐竜類の絶滅の問題へ戻りながら，多くの研究者の意見によると，恐竜類はその生噛域のすべての場

所でほとんど同時に絶減したことを挙げておこう（RusseH，1979ほか）。一部の研究者は，古生物学

的データは地球上の各地域で恐竜類が同時に絶滅したのでないことを示していると考えている。すなわ

ち，北アメリカの西部では恐竜類は，他の大陸ではすでに絶滅してしまっていたマーストリヒト階の末

期にもまだ生存していたと考えられている（Colbert，1965）。また，多くの報告のなかで，それらが

生存していた期間の最後の段階では恐竜類の種の数が少くなくなったことが指摘されている。集団絶滅
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以前の時代について同様な結論がなされているが，古生物学的年代表が不十分なので，それはフィクシ

ョン的性格をもっていることは上に述べた通りである。しかしながら，この問題に最終結論を下すのは

現時点では困難である。

　白亜紀の末期における集団絶滅の原因についての最も真実らしい結論は，火山活動を多分活発にした

と思われる小惑星の落下の影響にむすびついている短期的な世界的寒二化という仮定であると思われる。

　かなりの確儒をもって，小惑星落下後の世界的寒冷化は非常なスケールではなかったということがで

きる。特に，小惑星の落下後，大陸上の平均気温は400Cも低下し，半年間も平均気温は氷点以下であっ

たという若干の計算結果は疑問を起こさせる。このような寒冷化は白亜紀末期に絶減した種に比較して

はるかに多数の大睦上の植物相および動物相の種の絶滅のもたらしたはずである。また撮varezら

（1980）が計算しているような，数年間にわたって田射強度が光合成可能レベル以下になったという結

論は大げさである。より最近の報告のなかで，彼らはβ射強度の低下期間を数両月に縮めた（Alvarez

ら，1982）。τoonら（1982）も上と同様な結論をえている。このような評価は多分に大げさであり，我

々は水温が数度低下すると下生生物の絶滅がもたらされると考えている。土で旛浸したように，中生代

末期の勤物は温度状態の若干大きな変動に非當に敏感であったと思われる。

　い壕対象にしている白亜紀末期の集団二二は三生代を通じて生じたいくつかの非常に大きい絶滅の一

つである。二畳紀末期に生じた集団絶滅はさらに大きいスケールであったと思われる。Raup（1979）の

計算によると，この曜の集団絶滅の結果それ以前に生存していた海生動物の種の96％が滅亡した。こ

の評価は若干過大すぎるという意見（Gouid，1981）が出されているが，　Raupの計算のかわりに提出さ

れた絶滅種数の百分率は80～85％で，矢張り非常に大きい。

　顕生代においては何回かの非鴬に大規模な集駈絶滅のほかに，より小さい事件が生じたことは疑いな

い。しかし，それを確実に証明するのは，古生物学的年代表が不完：全なためにむずかしい。

　これらのややスケールの小さい集団絶滅のいくつかも，地球ま二への天体の落下のためであったことを

示すデータがえられている（Asaroら，1982；Ganapathy，1982；Mc　Ghee，1982；Pa1鵬er，1982）。

　最近，多くの科学会議で集団絶減の問題が検討された。アメリカで1981隼10月に開かれたこの種の会

議の一つで，生物の絶滅への大きな天体落下の影響が研究された。会議の報告（Simon，198エ）に，この

問題の研究を通じて集隅絶滅と天体落下との間には三二関係の存在の可能性のあることが分かったと記

されている。このような判断がく科学的な：革命》として話されるのは意味深い。

　地球の歴愛におけるく突発大事件》の役割を解明するために1983駕5月に西ベルリンで開かれた会議

では，もっと広い問題が検討された：。報告書にみられるように（Fifie圭d，1983），この会議での多くの

発表は，斉一説の考えでは地球の歴吏上の多くの現象を説明できないことを指摘している。会議では，

生物の絶減の野洲としての大規模な火山噴火の役割が研究され，そして集団絶滅にとっての天体落下の

意義が検討されている。報告のなかに，地球と様々の大きさの小惑星および彗星との衝突の頻度確率に

関する計算結果が示されている。また，三生代を通じての集団絶滅の頻度について新しい評価結集が示

されている。これらの二つの現象の頻度がよく一致しているのは注自に価する。

　その他の類似の資：料にはこれ以上鰯れないで，ここ数年聞に地球の歴史上での集団絶滅の現実性

を証明し，これらの絶滅と非生物環境の急激な変化との間に関係のあることを鴫らかにする研究が多く

発表されたことを指摘しておこう。集団絶滅の具体的メカニズムの問題の解決は完全さからははるかに

かけ離れているけれども，これの集団絶滅の一部は少くとも地球上への天体の落下ならびに大規模な火

山噴火時における自然条件のかなり短朗的変化にむすびついていることはかなり確かである。

　しばしば研究されている現在主義の見方とこの結論との一致の問題に触れておかなければならない。

もしもこの結論が地球の歴史の研究に斉一主義の原則を普遍的には利用できないことを示しているなら

ば，それは生物圏進化の法則性の解明のなかで広く理解されている現在主義的アプローチに矛蔭しては

いないと考えることができる。
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　地球表面上への大きな天体の落下および火山活動の急激な活発化はかなり稀れにしか生じないので，

数千年単位で測定される地球の歴史の長さの上ではそれらを明らかにすることはできなかったと思われ

る。これらとの関係で，現在では同様な現象は生じないという結論は誤っているということがわかる。

　しかしながら・十分信頼できる資料は・地球の全歴史のなかで生じた天体落下という現象が比較的に

低い頻度ではあるが現在でも起こりうるし・余りにも頻度が低いのでそれらを直接観測するのはむずか

しいことを示している。このような現象が生物圏の進化の現在主義的見方のなかに当然含まれているの

は明らかである。

　このような関係で・地球の歴史の研究への現在主義的アプローチの定式化をより正確にするのが妥当

である。このアプローチは，人類によって直接観測される過程の法則性だけでなく，疑いなく生ずるが，

何らかの原因によって直接観測はできないような現在の過程の法則性も利用しなければならない。

8．ろ　大進化

小進化と大進化

　進化過程に対する非生物要因の影響について上に説明したことがらは，小進化（種形成までのレベル

での進化）と大進化（種以．上，すなわち属科などのレベルでの進化）の間の違いを解明するのに利用

できる。

　ここにあげた進化過程の二つのタイプ間に違いが存在するという予想はすでに19世紀にK．E．Berom

およびその他の研究者によって出されていた。高等分類単位は特大の突然変異が出現した時に生じたと

考えられるというその後提出された仮説は，長期にわたって討論の材料となり，それはまだ結着がつい

ていない。

　小進化と大進化との関係について現在広く流布している翻点が，N．V．？imofeev，N．N．Vorontsov，

A．V．　Yab　lokov（1977）の書物に示されている。この書物には，これらの両進化過程の進みには本質的違

いはないと記されている。それと同時に，この書物のなかに次のように記されている。すなわち，＜大

系統発生の小系統発生への還元は，大レベルにおいて我々が何らかの新しい特甥な特性に遭遇しえない

ことを意味してはいない〉。

　この見解に同意しながら，このような特別な特性は，小進化より大進化に影響する要因の空聞スケー

ルと時間的スケールの違いに関係しているという予想を提起することができる。現在えられているデー

タから，動物の種の生存期間は平均して数百万年の桁であることが知られている。より高等な分類単位

の生存期間は著しく大きく，属については平均1千万年の桁で，科については平均して約7千万年であ

る。

　本章の前節に，生物の進化に当然著しく影響した非生物環境の世界的変化に関するデータが示されて

いる。このような世界的環境変化の第1のタイプは大気の化学組成の変動とむすびついている。この化

学組成の変動は1千万年およびそれ以上の長い時間をかけて著しい大きさに達した。非生物環境の世界

的変化の第2のタイプは，火山活動の署しい活発化および比較的に大きい天体の地表面への落下による

気候の短期的で急激な変化に関係している。このような大事件の発生は極めて稀れで，多分それらはお

互いに1千万年位離れていたと思われる。

　進化過程への上にあげた二つの非生物環境の変化の作用は若干の点において似ているが，その他の点

では違っている。生物は第1タイプのような周辺環境の緩やかに進行する変化には多かれ少なかれ適応

できる。それゆえ，これらの環境変化は，ある場合には新しい高等分類単位の発生と広がりとを促進す

る。一方，第2タイプの環境変化の進化過程における役割は，自然条件の突然の劣化に余り適応できな

い生物群を主として排除するということである。

　進化への周辺環境変化の影響には上にあげたように二つのタイプがあるが，それらの極めて似ている

特徴は，種の生存期間が比較的に短いために，種形成へのこれらの環境変化の影響の確率が低いという
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ことである。それと同時に，大進化の特徴時間は非生物的周辺環境の変化を特徴づけている時間とコン

パラブルであるので，これらの環境変化は，属やより高等な分類単位群の形成を高い確率で進行させた

ものと思われる。

　小進化ならびに大進化へ影響する外部要因の間に上に挙げたような違いが存在することは，これらの

要因の作用の時間スケールだけでなく，進化過程に影響する周辺環境の変化の空間的スケールにも関係

している。

　多くの場合生物をとりまく環境の局地的変化が種の形成に影響を及ぼすとすると，上に説明した：進

化への非生物的要因の作用タイプは地球規模的特徴をもっている。そして，生物圏全体またはその大部

分に変化をもたらす。したがって，大進化を研究するには地球生態系のレベルで周辺環境と生物との相

互作用を研究しなければならない。

　よく知ら典ているように，分子レベル，細胞レベル，組織レベル，器宮レベル，個体レベル，個体群

レベル，生態系レベルおよび生物圏全体レベルというように，生物の全レベルで生物本性を研究するこ

との大切さがしばしば櫓摘されている。この目録（著老によって違うのが普通である）に，宇宙のなか

の生命レベルをつけ加えることができる。これについては，繋10章で説明する。この陰録に含まれてい

る生物圏レベルでの生命本質の研究問題は余り多くの研究老の関心を引かず，このため生物の進化の法

則性の埋解にとってこの問題の大切さは余り明らかにされていないことを指摘しておこう。生物圏の進

化の研究は生物の蕩等分類単位の形成における地球規模の過程の役割の理解に大変役立つものと思われ

る。

　進化への非生物的環境成分の変化の影響に関する問題に戻りながら，安定した生態系内に組みこまれ

ている生物の進化過程は一般に緩やかなことを注意しておこう。したがって，この緩やかな進化過程は，

多分小進化的特徴をもっている。すなわち，それは生物のより低い分類学的グループの再編成に主とし

て限られている。

　生態系の安定性を撹乱するような周辺環境の変化は，進化過程の加速にとって重要な意義を持ってい

た。もしも，これらの環境撹乱が十分大きい場合には，多くの生物圏が絶滅し，その生態的地位は空席

になり，しかもしばしば長期間その状態が続いた。このような場合には，外部環境条件の変化が強けれ

ば強いほど，進化速度の強化はより大きくなった。

　動物相の連続的変化への非生物環境の大規模な変化の影響を説明する例をつぎに研究しよう。

　第三紀に入って間もなく南アメリカ大陸は他の大陸から切り離された。このため，この大陸上の動物

相は長い間隔離条件下にあった。この動物稲のなかで重要な位置を葦食動物の二つの目一滑距類と南蹄

類の代褒者達が占めていた。鮮新世の末期に，南アメリカは北アメリカと地続きになった。それ以来，

南アメリカに生存していた生態系内の動物と非常に違っている多数の哺乳類が南アメリカ大陸内へ侵入

した。その結果，上にあげた圏のなかの大多数の種を含めて南アメリカ動物相の多くの種が急激に絶滅

した。北アメリカから渡ってきた猛獣類一ピューマ，アメリカひょう，クマなどと一緒に安定した生態

系を構成していたバク，ウマ，シ九マストドンなどの動物が，南アメリカの動物相にとって代わった。

　第ヨ紀のほとんど全期間を通じて南アメリカの草食動物は有袋翻の肉食獣をそのなかに含む生態系の

なかにあった。それらの有袋類の訴額獣は北アメリカの胎姓肉食獣に比較して余り活動的でなかったと

思われる。繭アメリカの肉食獣がかれらが餌にしていたその他の動物と同時に滅亡したのは十分考えら

れることである。

　鮮肉櫨の末期に南アメリカの内感性動物の多くの種が滅亡したのを説明するのに広く流布している考

えは，これらの動物が北アメリカのより侵略的な動物によって駆逐されたという説である（Colbert，

1958）。このような考えは我われには単純すぎるように思われる。この現象を説明するより正しい原因

は，南アメリカ大陸の隔離が破れたあとにおけるこの大陸の生態系の破壊であるように思われる。

　生態系のエネルギー収支式を利用すると，原則的にはいろいろな種の滅亡速度を定量的に計算し，ど
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のような因子が南アメリカの草食動物の絶滅に関係していたかを明らかにできる。そのような因子とし

ては，新しい肉食獣による南アメリカの動物の迫害，北アメリカから移住した動物群との食物競争，翻

しい移住動物群の持参した疾病による伝染病ならびにこれらすべての組合せが考えられる。

　生態系の安定陛の破壊とならんで，動物の移住によるフィードバック関係も考えられる。すなわち，

この関係のなかでは，動物の移住は生態系の破壊の結果である。M．　S．Gilyarov（1966）はこのフィー

ドバック過程を研究している。

　本章の笛1節で，進化過糧に対する大気の化学組成の変化の影響が研究されている。100万年間の長

きにわたって生じた大気組成の変化は，多くの場合進化過程を加速した。そして新しい高等な分類単位

の発生を助長した。一：方，これらの変化は進化を遅延させ，生物の前進的発展を阻害した。

　第2節で，地史の危機時代に生じた三生物的環境条件の割合に急激な変化と生物の進化との閣係を研

究した。このような環境条件の変化は生物の集団絶滅をもたらしたが，一方では生物の進化過程の進行

を大きく促進した。これは次のように説明できる。すなわち，余り進歩していない動物群の絶滅によっ

て自由になった生態的地位をより進歩した生物群が占有できるようになり，このためこれらの群の急激

な発展が可能になった。進化過程の促進の最も有名な例は，中生代の末期に爬虫類の多くの群が絶滅し

たあと空席になった多くの生態的地位を占拠した哺乳類と鳥類との進歩である。

　上に説明した考察との関係で，生物をとり囲む環境の大規模な変化がない場合に，進化過程はいかに

発展することができただろうかという問題が生じてくる。十分に多くのく生きている化石生物》，す

なわち1千万年ときには1億年聞も余り変化せずにいる生物の存在は，自然環境の変化がない場合には

生物の前進的発展は極めてわずかであるという印象を与える。変化の少ない古い生物はより安定した環境

条件の地域に一般に見られるけれども，それらは過去においてさきに述べた自然条件の大規模な変化か

ら完全に保護されていたわけではない。

　したがって，進化過程に影響する非生物要因が大きく変化しない条件では，すべての生物の進化過程

の歩み，とくに大進化レベルでの歩みが極めて緩やかであったという考えは決して無視できない。

生物の大きさ

　大進化は生物の種々な形態生埋学的変化に関係している。これらの変化の連続タイプの一つが生物の

大きさの増大または三三である。生物の体の大きさの変化は周辺環境と生物との間のエネルギー的相互

関係に一般に関係していると考えられている。

　生きている生物群をむすびつけている主要なエネルギー系は，自己栄養植物から他栄養生物へと流れ

ているエネルギーの流束である。食物連鎖の二輪においてエネルギーが多く失われるので，新しい生物

へと移行するたびにエネルギー流束は次第に三七する。生物の有機物が無機化して食物連鎖が終肥する

場合には，エネルギー流束は完全に消失する。

　食物連鎖内のエネルギーの流れの構造は非常に不均質である。食物連鎖の多くの輪において，生物の

エネルギーは体の大きい生物のなかに濃縮されている。一方，別の輪ではエネルギーは数多くの小さい

生物のなかに分散されている。そして，エネルギーの伝達は二つの方向（例えば，クジラによる植物プ

ランクトンの摂取およびいろいろな微生物によるクジラのバイオマスの消費）に進行しうる。

　生物の大きさは体内に含まれているエネルギー量ならびに生命活動の維持に必要なエネルギー量を決

定しており，それは進化に関係する重要な要因である。

　陸上植生の生態学における大きさの役割は，しばしば著しく日陰にある小さい植物に比較して大きい

植物はより多くの太陽エネルギーを獲得しうることに関係している。乾燥地方の疎な植生では，大きな

根系をもつ植物はより深い±層から水を吸収できる。大きな貯水植物は蒸発の生ずる表面にくらべて大

きな貯水組織をもっている。体の大きい植物は多くの場合小さい植物よりも長命である。

　動物では，体の大きさが大きくなるに伴って，温度状態の変動に対してより安定になってくる。また・

他の動物と争う危険性が滅少し，多くの場合においてその寿命が著しく長くなる。
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　それと同時に，植物でも動物でも体の大きさが大きくなると，それらの生命活動を維持するに必要な

エネルギー流町は大きくなる。したがって，エネルギー流束の大きさが生物の最大可能大きさを決定し

ている。

　多くの動・植物において，外部環境から獲碍するエネルギーは第1近似的にはそれらの表面の大きさ

に比例し，一方生命活動で消費されるエネルギーはそれらの体重に比例すると考えることができる。平

均的条件下では，上にあげた二つのエネルギー流東はそれぞれ等しいので，外部環境から生物へのエネ

ルギー下策の単位表下積あたりの強度は当然その大きさに比例して大きくなる。この法則性は，体温を

一定に保持するためのエネルギー損失が体の大きさの増加につれて減少する国命動物では部分的には相

殺される。しかしながら，この場合においても相殺は不完全である。したがって，よく知られているよ

うに，体の大きさの増大は当然単位表面あたりのエネルギー流束の増加を伴っている。

　生物の必要とするエネルギー流束の変化は生物の最大の大きさを決めているばかりでなく，占有する

生態的地位に最適の各生物の大きさをも定めている。この場合，エネルギー吸収の保持の困難さは，生

物の大きさの増大によって作り出される優利さによって補償される。

　単位：面積あたり等しい現存量をもつが種々な大きさの生物からなる個体群は，外部環境条件の変化に

対していろいろな安定性をもっているのが特徴である。

　同様なエネルギーベースをもっているが，大きさおよび寿命の大幅に違っている動物からなるこつの

個体群を例にして，．．との問題を二二しよう。このような条件下では，より小さい動物の個体群の生産力

はより大きい動物からなる個体群の生産力より著しく大きくなるだろう。これは第ヱの動物群の方がエ

ネルギー交換強度がより一層高いためである。個体群の動態方程式による計算から，・1・さい動物および

大きい動物動物のバイオマスの損失を示す死亡率が全く同じように大きくなっても，小さい動物群に比

較して大きい動物群がはるかに急激に絶滅することが知られている（第9章参照）。

　したがって，外部環境が安定している場合には小さい動物よりもはるかに多くの利点を持っているバ

イオマス再生産率の低い大きい動物は，外部環境条件が悪い方に変化してそれらの死亡率が上昇した場

合には，より危険な状況におちいる。

　ここにあげた原因はさきに説明した外部環境条件が著しく劣化して体の大きい多くの生物種が絶滅し

たことを説明するのに重要な価纏をもっているようである。これから，体の大きい動物はそれの属する

生態系の安定性が破れた時には最も傷つきやすい構成員であることがわかる。これらのことは，：大きな

体の生物の占めていた生態的地位を新しいより進歩した動物群が独占的に占有したこと，一方小さい体

のより古い多くの生物が，外部環境条件が著しく変化した時にでもそれら自身の生態的地位を維持して

いるということをうまく説明している。

大進化の法則性

　上に説明した知識は，種以上の分類学的単位群の形成過程一大進化の法則性のいくつかを明らかにす

るのに利用できる。

　以上説明した資料から，大進化過程の法則性について次のような主な結論を導くことができる：

　1．大進化過程は，二進化よりも生物周辺の芝生物的環境の大規模な変化により密接に関係している。

　　大進化の多くの主な大事件は周辺環境の大規模な変化によってだけでもたらされたと思われる。

　2．大進化の歩みのなかで，生物の方向的傾向的変化が生じたが，それは進化過程に影響する非生物

　　的要因（大気の化学組成や気候など）の法則的な長期変化によってもたらされた。

　3．顕生代の始まるはるか以前に生じた大気中の酸索量と自然水の増加という一般的傾向は，動物の

　　前進的変化（A．N．　Severtsovの見解との関係で，生物の他生的発展として前進を理解する）にと

　　って当然好適であった。

　4．生物の他生的発農に特に好趨な時代が存在していた。この期問に，植物相および動物相の大規模

　　な前進的再編成が生じた。これらの時代は，進化過程が著しく緩やかになった申断期悶をはさんで
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　　交互に訪れた。

　5．自然環境が漸新的に変化する場合には，生物の多様性の変化は割合に緩やかであった・しかし，

　　外部要因の作用のため極めて短期間の間に生物の集団絶滅が生じた。

　6．進i化を左右する非生物要因の地球規模の変化は，その作用によって起源の違う動物群に類似した

　　アルモルフォシスを発生させた。これはいくつかの高等分類群の多源的な起源の可能性のあること

　　を示している。

　現在やっと開始された生物圏の発展と生物の進化との関係に関する研究が進むと，大進化の法則性を

より完全に明らかにできるものと思われる。これらの研究結果は，その基本的特徴が数十年前に明らか

になされた現在の進化理論のなかに当然含まれている。

　この理論の重要部分は進化に関する合成理論で，この博論の基礎は伝統的なダーウィン主義の考えと

遺伝学研究からの進化に関する研究成果とを合成することで今世紀の30～40年代に作り出された。

　20世紀の第2四半期に，創始者によって定式化された進化の合成埋論の考えを補足した報告がA．N．

Severtsevと1．1．Shmal／gauzenによって発表された。

　その後，細胞レベルおよび分子レベルで，また同様に個体群レベルで進化過程を研究する分野で優れ

た成果がえられた。これらの研究によって，小進化の法則性に関する知識は大筆に広がったけれども

大進化過程のメカニズムの埋解にとっては著しく不十分であった。

　進化研究の今後の発展問題の一つは，小進化に関する研究成果と非生物的周辺環境の大規模な変化の

進化への影響に関する研究成果とを組合せて，大進化の法則性を研究することであろう。

　すでに指摘したように，このようなアプローチの重要さはダーウィンの指摘からも容易に分かる。彼は，

生活条件に変化がない場合にはく自然淘汰はなんの役割も果たさない〉と記している。進化過程に関す

る最も最近の外生論的見方がA．N．　Severtsevの報告に示されている。そのモノグラフく進化過程の基

本的方同》のなかで，＜動物のすべての進化的変化は，直接および間接に周辺環境の変化との関係で生

ずる》と述べている（Severtsev，1925）。

　SevertsevとShma　1／gauzenは動物の進化的発展のメカニズムを詳細に研究している。　Severtsevは，

この過程が不均一なことを指摘している。その著書く進化の形態学的法則性》のなかで，＜多くの場合

進歩的進化プロセスはあたかも階段状に進行する。すなわち，組織イヒの盛んな期間と形態学的な進歩的

進化が全く生じない聴聞とが交互に訪れる》と述べている（Severtsev，1939）。

　Shmar　gauzenは，三半時代の考えを支持した進化生物学分野の最初の専門家の1人であった。彼の

書物（Shma1ノ塑uzen，1940）のなかに，＜多くの地質時代の境界において，全動物相の極めて急激な変

化が生じているが，物理的環境要霞（生存のための生物学的条件に大規模な撹乱をもたらす）以外に，

なにか新しい原霞を晃出すのはむずかしい》と記している。この見解は現在極めて多くの研究老によっ

て支持されている。特にMayr（1963）はく疫病による大規模な絶滅は外部条件の強烈な変化に常にむす

びついている》と記している。

　最後に，進化に関する合成理論の創始者の1人であるSimpsonの次のような意見を引用しておこつ。

＜私は周辺環境内の非生物要因および生物要因は生物の進化に対して影響したと確信している。もしも

生物グループが周辺環境条件のすべてによく適応しているならば，これらの生物の進化は非常に緩やか

であるか，または全く進化しないかである。もしも，環境の非生物的（または生物的）成分が変化する

ならば，生物も変化するだろう。もしもそれらの変化速度が環境の変化速度にひとしいならば，それわ

の生物群は，新しい適応を獲得しながら，生き続けるだろう。もしも環境の変化速度がある分類群（種

から綱まで，さらには門までの任意の分類レベルにおいて）の進化的変化の生物的可能性よりも大きい

ならば，これらの分類群は滅亡：する》（Simpson，1982）。

　この引用文に示されている考え方に同意しながら，本章で取扱った生物進化の問題は，本書の一般的

内容との関係で生物圏の地球的変化と進化過程との関係からだけ取扱われていることを強調しておこう。
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そして，このような問題の携の側薩は補足的に研究されているだけである。
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第9章　人類と生物圏

91　人間圏の出現
入　間　圏

　人類がそのなかで理性的活動を活発に行うと，生物圏が人聞圏（埋性圏）に変化するという概念は，

p．Teilhard　de　charidiDとE・Le　Royの提示した考えにさかのぼる。　V．1．Vemadskyは人間圏に

関する考えを研究した。「 ｻして，彼はこれを生物圏に関する科学の：重要な分野と考えた。

　Yanshin（1981）の報告に，人間圏の創出に必要な条件についてのVernadskyの基本的な考えが示

されている。Yanshinはこれらの条件をつぎのように定式化している：＜1）人類は一つの統一した全

体になってきた。世界の歴史は，一つの統一した全体として，全地球を包んでいた。そして，過去の文化歴

史領域のそれぞれとむすびついている。2）通信と交易の方法の変革。人間圏一この統一された組織的全

体は，そのすべての部分がいろいろなレベルで調和的に関係しており，そして各々他と調和的に行動す

る。3）新しいエネルギー源の発慰人間圏の創造は人類による周辺自然の著しい改変を前提としている。

莫大なエネルギー量なしでは周辺自然を改変することはほとんどできない。4）福祉の向上は勤労によっ

てなされる。人間圏は国民大衆の埋樋と勤労とによって作り出される。それゆえ，この前提の重要性に

ついては疑いをはさむ余地はない。5）すべての人間は平等である。惑星を一体にして覆っている人間圏

は，それ自身の本質において，一つの国家または一つの民族の特権的な存在ではありえない。それはす

べての堕民の労働と埋性の産物である。6）社会からの戦争の廃絶。20世紀における，人類の生存そのも

のを脅かした戦争は人間圏の行手に非常に大きな障害として立ちはだかった。このことから，この障害

を取除くことなしには，人間圏の創出は事実上不可能である。また逆に，戦争の根絶は，人間圏の創造

へ向って人類が大きな第1歩を踏み出したことを意味しているといえよう》。

　Yansh｝nはく人間圏は一つの流れに合流した二つの大きな革命的プロセス：一つは科学力で，もう一

つは社会的関係：の作用の産物である》と述べている。

　人間圏の発生の前提は現生人類の形成へ導いた霊長類の進化過程であったと考えねばならない。その

後の人間圏の発達は，生物圏への人類の働きかけのスケールの増大とこれらの働きかけの理性的方向づ

けのレベルの向上とによってもたらされた。

　現在の生物圏は人類の故意的ならびに目的的な働きかけによって部分的にカバーされているにすぎな

いので，人間圏の発生は最終段階からは程遠いと考えねばならない。人間圏が発達するに伴って，人類

社会の要求との関係で生物圏の状態を調節することが可能になってくる。このような生物圏調節の未来

は現在でもすでに晃られる。とくに，地球上の気候への働きかけが可能になりつつあるので将来の見通

しができる。この問題は次章で詳しく説明する。近未来においては，生物圏の状態を望む方向に変化さ

せることがかなり可能になってくるものと思われる。それと同時に，宇宙空間の利用に成功すると，人

間圏は我が惑星から遠く離れた所まで広がるだろう。

　人間圏の出現は人類発生の歩みの結果であった。この人類発生の歩みのなかで，知的存在一理性人（

∬o況。鰐）乞肌8）が初めて生諮れた。

大　　脳

　哺乳類とくに人類の先裡であった霊長類の大脳の大きさの増大と形状の複雑化とが，人類の出現を可

能にした。

　脊椎動物の脳の進化に関する多くの研究資料がJerison（1973）のモノグラフに示されている。ほと

んどの勤において・脳の容積はその体容積の書乗に比例する・とがモ・グラ…示されている・・れ

は五感器官の配置されている体表面の広さと脳容積との間に密接な関係のあることを示している。この

関係の比例係数は動物のグループによって大きく変化する。現在の哺乳類では，この係数は平均して鳥
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類より若干大きい。とくに，魚両生類および爬虫類より著しく大きい。

　Jerisonのデータからわかるように，哺乳類の脳容積は平均して同じ大きさの縄虫類の脳容積の10倍

以上である。脳の大きさの増大につれて，内部構造もより複雑になってくるので，大脳の活動効率はそ

の絹対的な大きさだけでなく，その絶対的大きさにも関係している。それゆえ，多少とも大きい動物で

だけ，蕩度に発達した脳を持つことができる。この結論は入類の体の大きさが大多数の動物の体より大

きいことからもわかる。それと同時に，大きい動物はすべて高度に発達した脳をもつということはでき

ない（特に，地史的過去においては）。

　爬虫類が最高度に繁栄した中世代においては，それらのなかには多くの大きなおよび薮大な動物が含

まれていた。しかしながら，それらは著しく小さい大きさの大脳をもっていた。爬虫類の繁栄した長い

期間を通じてその大脳は実際上大きくならなかった。爬虫類によって押しのけられていた中生代の哺乳

類は小さな動物にとって好適な生態的地位に生棲していたので，大脳が大きく発達する可能性は例外的

なできごとであった。この時代は爬虫類の時代であったので，人間圏の出現の旧来展望は全くなく，正

に生態学的袋小路とよべる時期であった。

　中生代末期における腱虫類の多くのグループ，とくに恐竜類の絶滅は，哺乳類のまえに前進的進化の

可能牲のとびらを開いた。この進化の歩みのなかで，小さな哺乳類の多くの綱の代表者達が大きな体に

なった。このような体の増大はそれらの動物の大脳の大きさの増加と構造の複雑化とを伴っていた。

大脳の大きさは脳ずい縣数によ・て即する・とが多い．・れ略乗貝・」にある体の舗とある鵬

係数との積として求まる条件づき容積への実瞭の脳容積の比である。哺乳類の脳ずい化係数はより原始

的な動物での0．1～0．2から現生人の約6．0までの間に変化している。

　脳ずい化係数または脳容積を翠微づけているその他の指標は，多くの原因から動物の高度な神経活動

のレベルを示す極めて近似的なものにすぎないけれども，化石動物の知性発達に関する重要な情報を得

るための適当な資料として利用できる。

　Jerisonのデータから作成した表9」に，哺乳類の種々なタイプの大脳の椙対的大きさの平均値：が示

されている。この表から，哺乳類の大脳の発達は半田紀の全期間を通じて行われた長いプロセスであっ

たことがわかる。中生代における哺乳類の脳の発達に関する情報を，この表に補足することができる。

表91　哺乳類の角膜の相対容積（現在の動物の
　　　　平均値が1，0として用いられている）

タ　　イ　　プ 草 食：動 物 肉 食　動 物

第三紀初期の漂始的動物

謗O紀初期の進歩的動物

謗O紀の中・後期の動物

ｻ在の動物

0．18

O．38

O．63

O．95

0．47

O．61

O．76

P．10

中生代においては哺乳類の数は限られていたので，大脳発達の警報をうるのはむずかしいけれども，

3erisonは次のような結論をえている。すなわち，最初の非常に原始的な哺乳類グループもすでに爬曳

類のそれより大きい大脳を持っていた。そのあと，1癒年以上の長きにわたって哺乳類の脳の相対的大

きさは実質的には変化しなかったが，第三紀に入って増大し始めた。

　環在の動物の脳ずい化係数の平均値：を1．0として，5erisonは始新世の古風な哺乳類では0，25，漸新

世の動物ではα50になると結論している。これと同時に，箆ヨ紀を通じての大脳の進化はく分化〉す

なわちいろいろな動物グループでの脳の相対的大きさの変化幅の増大を伴っていたとJerisonは述べて

いる。
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　轍類の脳磁化はそれらの周辺環麟件に雛に関係していた拷えることができる．第三紀踊
の哺乳類は小さい夜行性動物であった。これらの動物は夜間の低温時に活発に勤いていた。大方，これ

らの動物は当時の支配者であった種々な爬虫類とは余り競合しなかったと思われる。白亜紀の末期に生

じた爬虫類の大多数のグループの絶蔽のあと始まった哺乳類の急激な進化は，第三紀の初期には，動物

の脳の相対的大きさの著しい増大を伴っていなかった。というのは，哺乳類は激烈な相互競争なしに，

それ以前に生じた爬虫類の絶滅によって解放された生態的地位を占有することができたためである。

　Jerisonが指摘しているように，哺乳類の脳機構の著しい変化は多くの哺乳類の大脳構造が大幡に複

雑になった後期始新世に生じた。前章の説明からわかるように，後期始新世においては，哺乳類の科の

数は生物圏のく生態学的容量〉に相当する最大数に近かった。このような条件下では，新しい科の出現

の可能性はそ繊前に生存している生態的関係の似たグループの追い出しが必要なため限られていた。

すなわち，新しい生物は著しい進歩によってのみ生存可能であった。このような状態では，新しい科の

生物の出現には同じ生態的地位を占めていた古い動物群の絶滅が必要であった。表8．2はこの関係を証

明している。この表から，始新世後期における新しい科の出現速度と古い科の絶滅速度とは非常に高く，

しかもほほ等しいことがわかる。それについてはJerisonが述べているように，酒中世における大脳の

平均容積の増大は，小さな脳をもつ古いタイプの動物の絶滅を加速した急激な自然条件の変化を考える

と，大方説明できる。

　中新世および鮮新世における気候の変化は，漸新世の寒冷期のそれと比較して小さかったけれども，

気候の変化は変動する自然条件への動物の適応の問題を複雑にした。気候変化は高いレベルの高級神経

活動をもった動物の生存を助長した。

　上に説明した考察から，大脳の発達は，a）生物圏のく生態学的容量〉をより進歩した動物が多く占有

するとき，b）自然条件の著しい変化があるときに強化されたことがわかる。

　上に説明したデータならびに二つの隔離した大陸一南アメリカとオーストラリアにおける第三紀型哺

乳類の進化に関する情報を用いると，上記のような結論を確かめることができる。第三紀には，この二

つの大陸は気候変動の最も・1・さかった低緯度地帯に位置していた。南アメリカおよびオーストラリアは

当時他の大陸から隔離されていた。

　南アメリカでは，胎盤をもった哺乳類の主要なグループはいろいろな有蹄類であった。5000万年を通

じて，これらの動物の脳の大きさは事実上増大しなかったとJerisonは述べている。有袋類の棲んでい

たオーストラリアでもそれに似たようなことがみられた。

　これらの両大陸で哺乳類の脳の発達が緩やかなのは，一つは自然条件が比較的に一定であったこと，

もう一つは両大陸で補血類に準備されていたく生態的空間》が十分に利用されていなかったことで説明

できる。とくに南アメリカでは，第三紀の末期までに，胎盤をもった肉食動物は有蹄類を余り効果的に

は迫害しない有袋類と交代してしまった。オーストラリアの種々な有袋類が他の大陸の生態的に似た有

蹄類に外見上似ていることは，有袋類が有蹄類と同様な高い進化能力を持っているということでは決し

てない。

　以土のことに，南アメリカとオーストラリアの領域はアフリカ，ヨーロッパおよび北アメリカから構

成されていた全体システムにくらべて小さかったことを補足しなければならない。新しい動物群の出現

は確率的特性をもった過程に基づいているので，それぞれのく進化実験〉の行われる地域の大きさは，

その実験が成功するか否かを決定している重要な因子である。

　最後に，霊長類の脳の進化について説明しよう。

　早期の最下等の霊長類もすでに比較的に大きい相対大きさの脳を持っていた。脳の大きさの増大は高

級な霊長類，とくに類人猿の出現によって加速された。類人猿は漸新世に霊長類の一般的系統樹から枝

分れした。若干おくれて，人類の祖先である猿人が枝分れした。

　これらの高級な霊長類の脳の相対的大きさは哺乳類の他のグループの平均より著しく大きかった。オ
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一ストラロピテクスならびに現生人の直接の先祖では，脳の大きさはさらに大きかった（Jer重son，

1973）。

　霊長類の進化はその周辺環境の変化度に密接に関係していたと考えることができる。霊長類は第三紀

のほとんど全期間を通じて生存していたけれども，周辺環境条件が非常に安定していたその最初の期間

には，哺乳類のこのグループの進化は比較的にわずかであった。霊長類の進化速度（なかでも脳ずい化

係数の増加速度）は第三紀の後半，漸新批から生じ始めた自然条件の著しい変動時代に大きくなった。

　第四紀に生じた自然環境の急激な変化は現生人の出現を助長したという見解が幾度となく出されてい

る（Gerasimov，1970；Budyko，1980）o

　周辺環境条件の変化と霊長類の進化との関係についての考えは，人類発生の中心地点の場駈の問題へ

の返答にも利用できる。よく知られているように，この問題については二つの観点がある。人類発生の

第1段階は低緯度地帯で生じたという考えに同調しながら，一群の学者（とくにDarwinとw醗三es）は

現在まで人類に非常に近い類入猿が残っているアフリカが人類発生の中心と考えた。一方，多くの古生

物学的発掘物にもとづいて，人類の最初の二二の先祖は南アジアで娼現したとも考えられている。生態

学的研究結果を利用すると，これらの見解の最初の方の正しさを証明できる。

　上で説明したように，世界の気候が大きく変化した場合でも，熱帯の温度は余り大きくは変化しなか

った。熱帯における気候変動の主な結果一降水状態の変化は多くの場合において非常に馨しかった。

　南アジアは多湿条件が卓越しているので，これらの地域の植生および自然環境の他の成分に対する総

降水量の若干の変化の影響は余り重要でなかった。

　その地域の大部分が現在中程度および極端な水分不足状態にあり，また過去においてもそのような水

分状態にあったアフリカでは，世界気候の変動は：全く違った結果をもたらした。アフリカにおける降水

状態の変勤は，不可避的に自然地回帯の境界線の大幅な移動をもたらした。そのような境界線の移動は，

以前から存在していた生態系の破壊を伴い，そして生物間の生態学的相互関係の新しいタイプの出現を

可能にした。このような条件下では，霊長類を含めて生物の多くのグループの進化速度は非常に大きく

なった。

　本節および前章で述べた考察を考慮すると，人類の出現（したがって，人間圏の創造の展望の出現）

は，生物周辺の環境状態の3タイプの変化によって引き起こされたと結論できる。

　その第1は大気のガス組成の比較的に緩やかな変動である。このなかで，大気中の酸素量は大恥に増

加した。酸素濃度が土平した晴代には，脊椎動物の主な綱をふくめて動物の進歩した多くのグループが

出現した。

　周辺環境の変琵の第2のタイプは温度状態の短期的な急激な変化である。このような変化は，絶滅の

時代に生きながらえたより進歩した動物群の広般な広がりを可能にしたが，一：方では数多くの動物グル

ープを絶滅させた。

　第3のタイプはここ数百万年間における気候の変動である。このような気候変化は現生人の先祖の進

化に直接に影響した。

　周辺環境条件が一定の場合には，進化速度は人類の形成のためのみならず，生物圏の全存在期間を通

じてなに程かの複雑さをもった生物の出現のためにも不十分であったと考えることができる。

92　人類の出現
動物と人類の違い

　類人猿の先祖から人類が出現したという考えは，すでに18世紀に提出されていた。このような仮説を

出した人の1人はKantであった。19世紀の初めになって，　Lanlarckもこの考えに賛同している。

　19世紀の50隼代に刊行されたDarwinとWallesの仕事は，人類の起源の解明にとって大きな意義を

もっていた。彼らの仕事には，自然淘汰の結梁，環境に最も適応した生物種が生まれるという理論が含
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まれていた。彼らの報告では，人類の進化の問題は研究されていないが（Darwinは・かれの提示した

概念を用いると人類の起源に光をあてることができるというに止めた）・かれらの謬論が人類の進化の

解明に利用できることがすぐに明らかになった。

　すでに1860年に，HuxleyとWi　lberforceとの間で有名な論争が行われた。そのなかで・Huxleyは

自然淘汰過程の結果，猿に似た動物から人類が出現したという考えを提示している。19世紀60年代に入

ってから，以上のような観点を発展させたHuxley，Haecke1，Vogtおよびその他の研究者達の報告が出

版された。

　Wallaceは若干違った態度をとった。　人類の起源問題に関する第1の報告（Wallace，1864）では，彼

はHux　leyの見解に似た意見を述べていたが，数年後には自然淘汰は人類形成の主要原因ではなかった

という結論にかわった（Wallece，1869）。Wallaceの意見によると，自然淘汰によって人類の知力は

高等な猿の能力をわずかに上回るようになったにすぎない。人類の脳の発達は，人類社会の早いステー

ジにおいてかれらの生存に必要なレベルを大幅に越えてしまった。そしてこの不一致は人類の形成過程

へのく外なる理性的意志》の働きかけによって説明できるとwallaceは述べている。入類の起源へ非物

質的要因が影響したという考えは，wallaceの数多くの生物学的研究のなかで用いられている独得な仮

定であった（George，1964）。

　1871年に出版されたく人類の起源と性の闘争〉のなかに，人類の進化に関するDrwinの意見が出

されている。この書物には，多くの点で現在の高等な猿に似ていた類人猿の先損から人類が生まれたこ

とを裏づける多くの資料が含まれている。Darwinは人類の起源地と思われる場飯としてアフリカをあ

げている。ここには人類に非常に近い2種類の獲一チンパンジーとゴリラが現在棲んでいる（同様な意

見をwallaceも提出している）。

　彼自身の書物のなかで，Darwinは人類の脳の発達の解明は困難であるというwallaceの判断に簡単

に触れたうえで，その意見には同意しなかった。この不一致は，大方Darwinが行った人類と動物の

知的活動の比較考察に基づいていた。Darwinは両者の間に多くの共通点を見出している。このような

比較から，Darwinは思考力のある動物と人類との間には質的な差はないという結論に達した。

　現在の知識からみると，このような結論の正しくないことは自明である。しかしながら，彼自身の書

物（Darwin，1871）の次の結論は注目に価する。＜人類は多くの知性豊かな性質をもち，太陽系の運

行と構造とを理解できる優れた知恵を持っているけれども，その肉体のなかに消すことのできない大昔

の姿を残していることを認めないわけにはいかない》。

　この文章から，Darwinは最も進歩したタイプの動物と人類との間には本質的差異のあることをある

程慶認めていたように思われる。

　WaUeceはDarwinより30年も長生きして，人類の起源の研究における多くの新しい発見を目のあた

りにしたけれども，死にいたるまでこの問題に関する彼自身の意見をかえなかった。walleceの科学的

な権威およびかれがDarwinの研究を高く評価しており，時にはDarw祖の結論に対して反対したこと

を考えると，これほど重大な問題についてのwalleceとDarwinの意見の不一致は，当然多くの注目を

惹いた。しかしながら，walleceは非物質的要因が進化過程に作用したという明らかに信じ難い仮定を

提出しているので，walleceとDarwinの対立は偶然ではなかった。

　前世紀の中頃には，人類の起源を解明する古生物学的資料はごくわずかであった。ここ100年聞に，

この分野では多くの優れた発見がなされた。それらの発見のなかで，南アフリカおよび東アフリカでの

アウストラロピテクスの化石の発見は最も大きかった。ジャワ，島国およびアフリカにおけるピテカン

トロプスおよびかれらに近い人間（娠。θγθ06”）の化石の琴弾も，大きな意義をもっていた。

　古生物学データは人類の発生はアフリカであったというDarwinとwalleceの考えを証明した。しか

しながら，人類の古い先祖に近いと思われるアウストラロピテクスは現在の高等な猿とは非常に違って

いた。アウストラロピテクスはかなり耐食性であった。そして，そのために非常に簡単な道具を用いて
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いろいろな動物を狩った。したがって，現生人の特徴である動物肉の摂取は非常に：大昔にさかのぼる歴

塑を持っている。

　アウストラロピテクスは鮮麗世早期から第四紀を通じて，すなわち数百万年昔から頁万年食しまでの

期間生存していた。鮮新世の末期（二百万年以前）に，∬o瀧。属の最初の原始的な一員が早まれた。洪

積期の数十万蕪を通じて，∬o脚θγθ虎”種の一員が生存していた。彼らは，多くの点においてアウス

トラロピテクスと人類との間の申闘的な地位を占めていた。

　現生人（ノ70ηo即乞θπ8簿）乞8π3）は約10万年前に生まれた。かれらは，より長く生存していたが現

生人の形成近くになって滅亡：したネアンデルタール人（∬・耽・8・塑乞¢π8π8認θ・疹んα♂θ疵8）から生まれ

たと考えられている。より後期のネァンデルタール人はより前期のネァンデルタール人より現生人と大

きく違っていたので，後期アネンデルタール人から現生人が生まれたという考えはしばしば疑われた。

　現生人の生存期間の大部分は，彼らの作り土げた初期文化一上部旧石器文化の時代であった。その時

代には，人類の生存の経済的な基礎は大きな動物の狩猟であった。次の簾で説明されている研究結果に

よると，上部旧石器時代の文化は広い地域で狩猟をし，多くの動物を絶滅させた生態学的危機の文化で

あった。

　よく知られているように，生態系内では植物および動物のそれぞれの種の急激な絶滅をさけるような

生物の数の調簾がなされている。それゆえ，上記のような生態学的危機の出現は，生物圏の歴史のなか

では非常に異例な現象であった。生物群の数の調節機構のこのような撹乱は，現生人の出現がある特別

な境界線であったことを証明している。すなわち，この境界線を越えることによって，人類は動物個体

群の員数を決定している生物学的法則から脱却した。

　狩猟と野外植物の採集とが約1万無茶に生まれた農業と牧畜とによっておきかわるまでは，大型動物

の絶滅は地球上のいろいろな場所で人日の滅少をもたらしたものと思われる。したがって，現生入が必

要な蝿姓産してきた興醒さは，灘人が生存してき姪醐㈱÷にすぎない．

　現在えられている古生物学的および考古学的資料を矯いると，人類進化のいろいろなステップを解閣

できるが，この進化のメカニズムを解明するには一層の研究が必要である。

　このメカニズムの解明の困難さの一つは，すでにDarwinによって理解されていた。すなわち，類人

猿の先輿から人類が出現したという結論を与えながら，Darwin（1871）は次のように述べている。＜

われわれが人類の起源に関してこの結論に到達した時，われわれの前に出てきた非常に大きな困難は，

われわれの知的活動の高いレベルと明徳的性質であった〉。これらの馬鞭を克服するには，1GO年前に

Wal　leceが設定した問題を解明しなければならない。

　よく知られているように，自然淘汰は生物の活動にとって有用な，俵た生存にとって利周される生物

の変異を集積する。しかしながら，現生人の全歴史のほとんどを通じて彼らの脳の巨大な能力はごくわ

ずかしか利用されてこなかったという印象が生まれている。

　入間の中枢神経系は新石器時代から現在に到るまで余り変化していないと考えるに足る資料がある。

このような証拠の～つは西ヨーロッパの洞窟のなかの動物の描塚である。これらは人類の全歴史のなか

での動物絵画の最高雛作の一つであると考えられている。精神活動への現代人の能力と文化発達の早期

段階におけるこの能力の利用との間に大きなギャップが存在するという印象は，石器時代の文化水準に

ある最も遅れた種族の一員が現代文明の成果を易々と砂壌できることに基づいている。もしも，これら

の部族の一員が幼少時代から適当な教育を受けるならば，彼らは容易に現代技術文明に参入できる。し

たがって，人間の知的能力は初期条件下ではごくわずかしか利用されなかったと考えることができる。

　最も適応した生物が自然淘汰の方法によって進化するという一般的概念の枠内で以上のようなギャッ

プを解明しようとすると，大きな困難につき当たる。多くの動物はかい馴らすことで，野生状態ではし

ないようないくつかの行動をするようになるが，動物の世界では人類でみられたようなギャップは存在

しない。現生人の脳のような非常に擾雑で，かつ完成された器官がかなり偶然的な産物であるという考
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えは明らかに真実ではない。

　したがって，人類の起源を解明するには，全動物と人類との間に質的な違いをもたらした特殊な要因

の作用を考慮しなければならない。これらの要因の本質に関する問題は注目に価する。

周辺環境の変化の役割

　多くの研究者（たとえばGerasimov，1970など）が述べているように，論点世および洪積期に生じた

気候変化は人類の進化に決定的影響を与えたと考えることができる。前章で述べたように，これらの時

代には，中・高緯度で寒冷化が進行し，全大陸上で大きな気候変化が生じた。これらの気候変動が人類

の進化ならびに多くの他の生物の進化を加速したことは非常に確かである。

　人類の進化速度の定量的評価は大変むずかしい。Kurtざn（1965）のデータによると，洪積期における

哺乳類のヨーロッパ種の平均生存朗間は約100万年である。この生存期間は洪積期における人類の類縁

種の生存期間と大体似ている。、したがって，人類の先占の種の交代速度はそれほど高くないと思われる。

しかしながら，進化速度のこのような評価は極めて条件づきであると考えねばならない。

　現在用いられている生物の分類システムは，それらの生態学的特性を余り反映していない。よく知ら

れているように，このシステムは主として形態学的および系統学的原則に基づいている。しかしながら，

生態的関係は似ているがそれらの起源は非常に離れている生物の例が多く知られている。それと同聴に，

近縁生物が外部環境との間で全く違った関係をもつこともしばしばある。

　自然淘汰理論に基礎をおく人類起源に関する初期の研究時代には，この概念の利益になるような議論

の一つとして，高等な猿は下等な猿よりも形態的に人に近いという主張がなされた。生態学的にみると，

現生人とネァンデルタール人との違いは，ネァンデルタール人と霊長目以外の多くの哺乳類との違いよ

りは大きいという意見がある。

　このような意見の基礎は，現生人が周辺環境に大規模な影響を与えているということである。現生人

の周辺環境への影響は新石器時代（人類は10種の大型動物を絶滅させた）に現われ，現在では巨大なス

ケールに達している。ネァンデルタール人は現生人よりも数倍も長く生存していたけれども，彼らは生

物圏内のバランスのとれた生態系を撹乱することはなかった。この関係からみると，彼らは現生人より

は，他の哺乳類の方にはるかに似ていた。それゆえ，現在利用されている分類システムは，現生人の生

態学的特質とその先祖の生態学的特質との違いを説明するには明らかに妥当でない。

　以上説明した違いの大きさを考慮すると，人類の生態の変化は他の動物の生態の平均変化速度よりは

るかに急激に進行したと結論できる。このような急激な変化過程は人類の中枢神経系の発達に関係して

いると考えられる。しかしながら，この特徴は人類と近縁人類との分類システムのなかでは余り考慮さ

れていない。現在えられているデータから，過去200万年の聞に，人類の先祖の大脳容積はほぼ3倍に

増大したことが知られている（Kurte翁，1971　b）。それと同時に，脳の構造も複雑になった：。

　中枢神経系の上記のような急速な発達をもたらした原因の一つは，鮮新世と洪積期に着しい気候変化

が生じ，熱帯に住んでいた人類の先祖達を襲った危機状態であったと結論できる。この気候変化は高緯

度帯の寒冷化のためであった。このため子午線：方向の平均温度勾配は大きく増大した。そして，大気大

循環システムが変化し，高圧帯はより低い緯度帯へ移動した。この高圧帯内では降水量が減少し，広大

な熱帯地方では水分条件が変化し，多くの地域で熱帯森林はサバンナや半払漢にかわった。

　このような気候変化が生ずるまでは，人類の先祖は森林のなかに住んでいて，その生活様式は，直立

歩行能力を除いて，他の高等な霊長類と余り差はなかったと考えるに足る証拠がある。ほとんどすべて

の霊長類のように，人類の先祖は基本的には草食動物であったのは確実である。

　アウストラロピテクスの早期のタイプ（条件づきで先アウトラロピテクスとよぶことができる）は形

態的にはアウストラロピテクスに似ており，比較的に小さい形であった。直立歩行の先アウストラロピ

テクスの移動速度は，同じ大きさの4足歩行動物にくらべて大幅に遅かった。そのほか，先アウストラ

ロピテクスは大きな爪および牙のような攻撃・防御器官を持っていなかった。
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　森林内にかくれることのほとんどむずかしい開けた場所では，先アウストラロピテクスはアフリカサ

バンナの数多くの肉食動物の余り大きくない成員の場合でも，その攻繋から無防備であった。それと同

時に，熱帯森林内で彼らが食べていた多くの食用植物の消滅は，植物性食糧で生きていくことを非常に

困難にした。

　死亡率が急激に土銘する条件下では，高等な霊長類特性の低い出生率と先アウストラロピテクスを迫

害していた猛獣の格婦の餌食になりやすかった子供の生侵に時間のかかることは，先アウストラロピテ

クスの人口維持を非常に法難にした。

　先アウストラロピテクスの生存を可能にした主要な要因は．かれらが比較的に発達した大脳を持ち，

そして手を自由に使用できるように薩立歩行の能力を持っていたことである。

　先アウストラロピテクスは異常ともいえる厳しい自然淘汰条件にあり，これによって入口数の低い条

件下にもかかわらず，早いテンポで進化したと考えることができる。Simpson（1944）が量子進化と呼

んだ上認のような進化過程は，これに関係する動物の数が少いために古生物学的年代表のなかには余り

記されていない。

　古生物学的研究から，アウストラ嶽ピテクスは，攻撃および防御絹の非常に単純な道具を使用する技

術を持っていたことが知られている。これらの道具の使用によって，アウストラロピテクスはヒヒのよ

うな大型の猿，ならびにいろいろな有蹄類を狩るのに成功した。それによって，彼らは多くの動物の肉

をうることができた。

　アウストラロピテクスの多くの遺跡が存在するのは，その人鱗が余り低くなく，したがって彼らは上

に説明した危機的状況を乗切ることができたことを示している。

　石，棒および有蹄類の骨のような道具を利用しても，大型の猛獣に会った時には比較的に小さいアウ

ストラロピテクスは大変困難な状況に追いこまれた。余り早く動けないアウストラロピテクスにとって

は，ある栓度速く運動する動物を狩るのはかなりむずかしい仕事であった。生存競争における彼らの勝

利は，アウストラロピテクスを襲ったり，または彼らが狩った他の動物にくらべて知的能力が抜群に優

れていたためであった。それゆえ，アウストラロピテクスの進化過程における自然淘汰は大脳の発達に

非常に都合がよかった。これによって，彼らは猛獣との闘い，およびいろいろの動物の狩猟に段々とう

まく成功するようになった。

　アウストラロピテクスは，知的能力の向上によっていろいろな物体を道具として利用できるようにな

った。そして労働の道具を作成する段階への移行が可能となってきた。このような発展のなかで，自己

防衛および他の動物の狩猟に際してのアウストラロピテクスの集団行動の必要性は，大きな意義を持っ

ていた。次に，このような集邸行動から，集団のなかでの個々人の行動を決定している道徳的判断の発

達へ導いた社会的組織のエレメントが生まれてきた。人類の進化にとっての労働過程の意義が有名な

Engelsの報告㊧のなかで明らかにされている。同様に，恥gelsは人類の体位の著しい発達を促した

肉食への人類の先高の移行の大きな役割に関心を払っていた。

　古生物学的データは，アウストラロピテクスのいくつかの系統が巨大化の方向を辿ったことを証閣し

ている。このような方向への発達は神経系統の進化に対する自然淘汰の圧力を薯しく弱めた。そして，

道具の利用の熟練への機会を失わせることになった。そのような系統は進化的袋小路へ迷いこみ，最後

には絶滅してしまった。

　以上のような厘1帰馬の系統のほかに，中枢神経系の前進的発達を特徴とする人類の先祖型の系統が生

存していた。中枢神経系の発達は均一になされたのではなく，人類の先祖の人ロへの自然淘汰の圧力が

強まった時代に加速されたと考えることができる。人類の進化の著しかった時代と第四紀氷河の発達に

伴って生じた自然環境の変化時代とが一致するのは非常に確実である。

駐）　K．Mark：s　a貸d　Engels，F．著作選集　T．3．M，1983，p．211－370．
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　氷河の前進および後退は広大な地域上の気候を変動させたので，これらの気候変化は人類の先祖の生

存条件を大きく変化させたものと思われる。それによって彼らの前に次々と新しい課題が投げかけられ，

彼らの進化が加速された。多分，入類の発達の最後の大きなステップは，∬o脚8叩詑”醐卸肌8が形

成されたウルム氷河期に起きた。

　上に説明したことは，人類の起源における気候変化の役割を明らかにしているけれども，これだけで

は，WaHeceが指摘しているような原始社会の必要以上にまでの人類の大脳の発達の原因の問題を解

明するには不十分である。著者の見解では，この問題の解明には，人類の先祖が所有していた技術的方

法とそれによって解きえた課題との不一致を考慮する必要がある。

　大型の動物の狩猟ならびに猛獣の防御は，火器を使用する文明国の住民にとっても大変むずかしく，

かっ危険なことである。原始的な漁具を狩猟に用いる人類の先祖にとっては，そのむずかしさは比較に

ならないほど大きかった。とくに，現生人よりも著しく小型で弱々しかった人類の先祖にとっては，そ

の困難さは大変なものであった。

　それにもかかわらず，大型の猛獣と人類の先祖との衝突は避けられなかった。ある程度多数の仲間に

十分置肉を確保するために大型動物を狩る場合にも，大変危険な状況が生じた。

　人類の先祖達がそのような闘いに勝利を収めてきたことは疑う余地はない。ゾウ，マンモスおよび洞

穴クマのような大型動物の骨が旧人の遺跡地から発見されるのは上のことを実証している。原始的な道

具を利用する人類の先祖達は，特甥な技能を非常に高度に発達させることによってのみ，大型動物との

闘いに勝つことができた。しかし，その特別な技能はよく武装した現生人の狩りに必要な卓越した技能

とは大幅に離れていた。

　次のような逆説的な証拠を述べておこう。人類の先祖がより不完全な道具を狩りに利用すればするほ

ど，彼らは遭具の不十分さをより水準の高い知的活動で補わねばならなかった。そのような高い知的活

動は大きな動物と出会った時逃げるのを可能にした。それゆえ，遠い昔には，先祖は知的活動を活発に

しなければ生きてゆけなかった。このような活動によって，自然淘汰による大脳の発達に前進的変化を

固定することが可能になった。

　以上のような考え方から出発すると，人類の進化は大型動物の狩猟がその主な食糧源であった地域で

加速されたと考えることができる。氷河時代に氷床に接する広大な森林のない地域には，上記のような

条件が特に存在していた。中緯度に広がる上のような地域で現生人は形成されたと考えられる。

　大きく，かつ危険な動物との闘いに勝つため，ならびに多分類縁の霊長類との競争に勝つために，活

発な知的活動を必要とするような生態条件下で，現生人は発生したと考えられる。

　亜種∬・脚3α声餓83卿詑麗の出現後は，人類の物質文化の進歩は，自然条件が植物性食糧の確保に

余り賦せず，大型動物の狩猟の継続を必要とした地域でより急速に行われた。

　すべての大陸上に住んでいたこの亜種の構成員達は，多くの場合次のような地帯にいた。食料にする

食用植物が多くある地域（湿潤熱帯と湿潤亜熱帯）および大きな抵抗なしに狩猟できる動物の多数いる

地域に住んでいた。新石器時代の腕の良い狩人が容易に狩ることのできた有袋類の棲んでいたオースト

ラリアに現生人が移住した時に，上に説明した後者のような例が見られたと思われる。多くの動物がい

まだかって人類と接触したことなく，狩人から身を守る本能を具えていない動物のいたアメリカに移住

した際にも，オーストラリアと同様な事態が生じたものと思われる（Martin，1973）。そのような条件

下では，文化の発達は極めて緩やかになってしまい，時にはそれ以前になされた文化的進歩が失われて

しまうこともあった。

　以上のような考察から，人間の生存競争を和らげてきた物質文化の発展につれて，知的活動の巨大な

プールが使用されなくなってきていることがわかる。外部環境の複雑な条件によって作り出される刺激

が存在する場合，この巨大なプールは物質文化の一層の向上のために利用できる。したがって，文化の

発展を加速しながら，ある毅階において最初の文明の芽の発生が可能になった。人間社会における社会
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的関係の発達は，以上のような過程のなかで重要な意義をもっていた。

　上に説明した人類の進歩は空間的にも蒔間的にも非當に不均一であった。環境条件が人聞社会にとっ

て大きな負荷になるような場合には，人類の潜在する知的能力を利用するレベルが高くなった。外部環

境条件が害拾に好適な場合には，知的能力の利用レベルは三三に｛琢くなった・

　これらの判断は上に説明した人類の起源の解明の困難さの克脹がかなり容易になってきていることを

我われに示している。

人類起源の段階

　最近，人類の起源に関する研究において多くの璽要な結果がえられている。これらの結果を用いると，

人類起源の主要段階についてさきに説明したモデル的弘報を二千具体的にすることができる。

　より早いタイプと最初の霊長類との形態的差異に関する問題が不明瞭なため，また古い霊長類の化石

資料が貧弱なために，霊長類の出現時期を古生物単的データから決定するのは非常にむずかしい。つい

最近，8akkerは現在の半猿1人によく似ていて，しかも約5000万年昔の動物の比較的に保存のいい骨

を研究した（Herberも，1982　a）。0α撹謡87％goπo伽とよばれるこの動物が，自野の指で枝をつか

みながら，樹木の枝に沿って自由に移動するという能力をもっていたことは疑いない。Bakke　rの意晃

によると，このような適応は霊長類の重要な特異的な性質である。そのような関係で，この動物が広く

広がった蒔期は，この動物の生まれた時期すなわち約5000万年前と大体いうことができる。Bakkerは

聡知生活の能力は肉食獣から初期の霊長類を守るのに大きな意義を持っていたし，それに伴ってそれら

の動物と子供との共同生港の焦心が長くなったといっている。このため，個体発生時における脳の継続

的発達の可能性が増大したし，子供の補育鳥海が長くなったといっている。

　人類の系統樹が分岐した時，すなわち人類に最も近い猿一ギボン，オランウータン，ゴリラおよびチ

ンパンジーの出現に導いた系統が分岐した蒔期の解明は，人類の起源に関する研究にとって非常に重要

な意義を持っている。分子生物学的研究からの結論と吉生物学的資料との間には矛盾があるので，この

問題の解明は非常に困難であった。

　人類ならびに上にあげた猿類の血液のタソ臼構造と遺伝的データの比較から，これらの種の閲には密

接な近縁関係のあることがわかった。その近縁さは，小馬とゼブラとの間の近縁さに相当する。行われ

た計算から，入座と上にあげた猿類の聞の分子生物学的違いは，ギボンでは1200万年昔における入類

の系統からの分岐に，オランウータンでは900万年前の分岐に，チンパンジーとゴリラでは600万年前

の分岐に相当することがわかった。ここにあげた評価の確率誤差は±300万隼である（Andrews，1982）。

　それとならんで，人類の直接の先祖は今から800～1400万爺前の二二にその化石の発見されるラマ

ピテクスであったと考えられている。これから，高等な猿と人類の先祖とが分岐した時期は1400万年

以上前であることがわかった。

　人類の発生においてラマピテクスが決定的役割を果たしたという一般に流布している考えは，Pi　lbひ

amの研究結果によって論破された。　Pi　lbeamは最近七一された類人猿一ラマピテクスのグループの一

つと見られる，窪たはラマピテクスに一致する（若干の人々はそう見なしている）動物の骨を研究した。

Pi玉beamは，かれの研究した動物が多くの点でオランウータンに似ていることを明らかにした（Pi五一

beam，1982）。多くの研究者の支持しているこの結論は，人類の直接視先からラマピテクスを外し，次

のような確からしい結論をしている。すなわち，人類の発生系統と高等な猿との分岐は比較的に最近に

生じ，Pi　lbeamが鮨癒しているように，多分7～900万年前の時期であったと結論している（Gree－

nberg，1982）o

　人類の先帝型に最も近いのは，最近発見された濯配協んp露加α↓8⑳招蔵8と名付けられた古代ア

ウストラロピテクスの紀石である。3．6～3．7善万年の年代をものこのタイプの最初の発掘物をJoha－

nsen（賛ew　Species　of　Man・一・d979）は研究している。〈ルーシー〉と名を付けられたこの完全

な骨格化石は比較的に小さいアウストラロピテクスのものであった。このアウストラロピテクスは直立
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歩行能力を持っていたが，頭蓋骨の容積は小さくて，現在のチンパンジーのそれ以下であった。その後

の発掘物の研究から，この種の年代は400万年前になった（Herbert，1982b）。

　現在，ヒト上科のグループに含まれる種聞の相互関係について広く認められている考えはない。これ

は，如く限られた資料を客観的に説明するに必要な古生物学的年代表が不十分なためである。

　しかしながら，人類の起源の問題に多くの関心が集まっているので，未解決な問踵の解明に光を投げ

かけるような新しい骨格化石の発見が続々なされるものと思われる。

　研究レビュー（Cro輩nら，1981）の一つに，∬o加。種の生存は180～220万年前にさかのぼると記

されている。多くの研究者は，この種の起源はアウストラロピテクスに近い∬・尻。磁ああ8であると

考えている。今から100万年以上も前により進歩した種∬oη・θγ806囎が生まれた。そして，数万年前

に∬0π08卿乞8”種の初期の個体が生まれた。一般に，∬0皿0種の先行者はアウストラロピテクスであ

ったと繰れられている。このような考えの支持者の一方は，オ”翫αあμ孟んθα雄4γ乞。απ麗を人類の先

行者と考えており，一方の人達はより古いタイプの漉3飛騰あp覚んεα∬4αγθ蔵3を先行者と考えて

いる。

　．上に説明したレビューの著者達は，ヒト科の進化は個々の比較的に短い平間において進行したので，

それはパンクショナル進化の例として考えることができるというGouldとEldredge（1977）の意見を研究し

ている。原始入類の進化速度の不均一性を認めながらも，Croninらは，この進化の一般法則は，その間

を通じて生物が変化しない長い期間が進化発展の短い期間と交代するという考えとは一致しないと考え

ている。それと同時に，Croninらは，古生物学的データによって末解決の人類の直接祖先から高等な

猿のグループが分岐した時代にβいては，非常に急激な進化的発達が可能であったろうと考えている。

　以上，我われは人類の起源に関する考えの確からしさを説明し，そして人類の起源時に関するデータ

の不備はSimpsonの確立した進化過程の法則姓によって説明のつくことを指摘した。

95　生物圏への旧人の影響
　つい最近まで，周辺環境への人類の影響は，技術的発展が急激に加速され，また地球上の人口が急増

し始めたここ10年間に主として大規摸に現われ始めたという見醒が大勢を占めていた。

　最近の研究から，すでに1000年も前から人類の無自覚的活動によって自然環境の大きな変化がもた

らされ，特殊な場合には危険のために人の住めなくなることもあったことがわかってきた。大：方，この

種の最初の例は，ヨーロソバ，アジアおよびアフリカの後期旧石器時代の文化の発展に関係している。

　よく知られているように，後期旧石器時代は現生人が作りあげた最初の文化であった。この文化の経

済基盤は大型動物の狩猟であった。狩猟ではマンモスや毛深サイのような大型動物をもたおせるような

道具が糊さ批．後齢礁時代の文化の關腓常帳く調生人の生存輔の馳上と櫛れる・

　最後のウルム氷期に対応する後期旧石器時代には，北半球の中緯度帯に生嚇していた多くの大型動物

が姿を消した。すなわち，ヨーロッパでは，それ以前は広く分布していた大型の草食動物：マンモス，

毛深サイ，ステップ型ヨーロッパ野牛，大シカ，同様に若干の大型肉食動物：澗穴ライオン，洞穴クマ

などが絶滅した。この時期には，現在も見られる多くの動物種の分布にも大きな変化が生じた。たとえ

ば西ヨーロッパおよび申部ヨーロッパでは，それらの地に生親していた北：方シカの大群は見られなくな

った。この時期，アジアと北アメリカでも動物界に同じような変化が生じた。他の大陸：アフリカ，南

アメリカでも大型動物の一部が絶滅したことが予想される。

　すでに19世紀に，何人かの研究者は原始人がマンモスやその他の動物種を滅亡させたという意見を述

べていた。旧石器時代の末期における動物の滅亡に人類の活動が大きな役割を果たしたことを示す多く

の資料が，Martin（1958，1966，1967ほか）の報告に示されている。　Martinは，原始人達は中緯度だ

けでなく熱帯地方でも多くの動物の絶滅に決定的影響を与えたと考えている。

　しかしながら，若干の研究老は大型で広く分布していた動物の絶滅にそれほど早い時代の人間活動が
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大きな影響を及ぼしたということに疑問を投げかけていることをあげておく必要がある。たとえば，

Butzer（1964）は，この問題に関する文献のレビューのなかで，絶滅した動物は高度に専門化していて，

最後のウルム氷期時代の自然環境の変化に順応することができなかったと述べている。その後，Buレ

zerは，贈石器時代東期には大型の草食動物と同時に，原始人達の大規模な狩猟対象にはならなかった

肉食動物のいくつかも絶滅したと意見をかえている。しかしながら，Butzerが指摘しているように，

その当時ヨーロッパの大型草食動物のすべてが絶滅したわけではなく，最近まで熱帯諸国には大型草食

動物の大群が生きのびていた。地方住民達はそれらの動物の狩猟を強くやったにもかかわらず，それら

の動物は生きのび，増題した。Butzerの意見によると，以上述べたことがらは後期細石器時代の来期に

多くの動物種が人類の働きかけによって絶滅したという観点と相反している。それにもかかわらず，後

期旧石器時代の多くの遺跡で大型動物の大量僕殺の証拠が多く発見されるのは，現在は滅亡：してしまっ

ている動物のバイオマス量のバランスに人類が決定的影響を与えた可能挫のあることを実証していると

Butzerも認めている。

　動物群の絶戯の原園の問題を研究しながら，Colbert（1958）は次のように記している。すなわちくど

うしてマンモスは亡びたか？　動物群の絶滅の問題に関係する多くの他の問題と同様に，マンモスの絶

滅問題に答えるのは非常にむずかしい。全旧石器時代を通じて繁栄し今を去る数千年前に生じたマンモ

スの絶滅の実際の原因を我々は決して知ることはできないと思われる。マンモスの絶滅が多くの原因の

総合にもとっくのは非常にありそうなことである。人類はマンモスとなんらかの関係を持っていたに違

いないが，原始人が広く分布していた大型のマンモスの多数の絶滅の原因であったとはとても信ずるこ

とはできない〉。

　現在までの報告のなかでの後歯圏石器時代の末期におけるヨーロッパの動物界の大規模な変化の原因

にかかわる研究は一般的な考察に限定されていて，この問題の定量的説明をしないでそれを証明したり，

または反論することはむずかしい。たとえば，後期旧石器聴代に死に絶えた動物の高度の専門化は，洪

積期を通じて何園となく生じた自然環境の急激な変化時でも，それらの動物の生存に：全く影響を与えな

かったということができる。

　多くの草食動物と大型の肉食動物とが同時に絶滅したことは，人類の活動が動物界の変化になにも影

響しなかったということを示しているわけではない。これらの肉食動物の絶滅は，自然的原因ならびに

人類の活動による草食動物の絶滅によって，彼らの食物連鎖が乱れたことを考えると説明できる。醜く

最近まで熱帯地方に多くの大型草食動物が生白していたということで，気候の違う申緯度地帯の動物群

が旧石器時代に狩人達によって滅亡させられたということを疑う議論もあるが，それとて暴民のあるも

のではない。

　漏石器時代の末期における動物の絶減の原因に関する二つの二者択一的仮説一人為説と気候説のそれ

ぞれについて定性的な討議を列記しているVan　Valen（1969）の興味あるレビューは注目に価する。彼

は85編の論証をあげ，それから16編を確実な証拠があるとした。この16編の論文のなかには，人類活動

を原因とするものが12編気候の影響を原因とするものが4編あった。このような計算がいま対象にし

ている問題の解決になにも寄与しないのは自明である。旧石器時代の宋期における動物の絶滅の原因を

解明するにはデータが不足しているが，将来多くの資料が収集されその原鯉が明らかになるだろうと

％nValenは結論している。

　動物の数へ影響する主要な因子を考えた定量的分析にもとづいて，旧石器時代末期における動物の絶

滅への人類活動の影響の可能性に関する問題を研究してみよう。このような計算によって動物の絶滅過

程への人類活動の本質的影響を証明できるならば，気候変化を含めてその他の因子の効果は二義的と考

えることができるだろう。

　いまから約4万奪前，現生人が初めてヨーロッパに出現した。そして彼らはそれ以前からそこに住ん

でいたネァンデルタール人と交代した。彼らは，石器および骨で道具を作る技術を洗練させ，大型の草
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食動物を大量に狩るシステムを作りあげた。後期旧石器時代には，物質文化のレベルを著しく高めなが

ら，ヨーロッパの人目が非常に増加した。そして，造形芸術の発展において最初の成功が達成された（

例えば，フランスおよびその他のヨーロッパ諸国の洞窟内の見事な動物画）。後期旧石器時代はウルム

氷期が完全に終わる直前の1，0～1．3万年前に終了した。

　後期旧石器時代の終末は，中石器時代文化の広がりで知られているヨーロソバでの生活スタイルの著

しい変化と関係していた。この時期には，石器を作る新技術の出現とならんで，後期旧石器聴代の文化

の成果ならびに造形芸術の成果はかなり失われた。

　旧石器時代の最後は人類の前史のなかの急激な転向点であったと考えられる。大方　この転向は大型

草食動物の大量狩猟の廃絶とむすびついていた。このような狩猟の廃絶のため，後期旧石器時代の人々

は食糧および多くの必要な物資を獲得するためそれまでに用いていた手段を失うことになった。このた

め新しい生1存基礎を探さざるをえなくなった。

　次に，古地埋学的研究および生物学的研究の資料とを一緒に利用すると，上に説明した動物の数に後

期旧石器時代の狩猟がどのように影響したかを明らかにできる計算方式を説明しよう（Budyko，1967）。

この方式の根底には，第5章で説明したある種の動物数の時間的変化を示す次の方程式がある：

　　　dn
　　　蕊＝α・一β・　　　　　　　　　　　　　（9．1）
ここでnは単位面積あたりの動物数，dn／dtは動物数の如是的変化速度，αは出生率，βは死亡率。

　パラメータαとβとはnの大きさに関係しており，この関係は動物の種によって違ってくる。

　（9．1）式による計算結果ならびに野外研究のデータから，自然条件下では動物の個々の種の数は一

般にかなり広い範囲に変動することがわかった。この変動は動物の1世代の寿命にほぼ等しい周期をも

っている。このような周期の存在は，個々の年の気象条件の違いによってもたらされる栄養条件の変化，

疾病の突発および，多くの場合門川相関的特微をもっている草食動物と肉食動物の間の複雑な相互関係

によって説明される（Severtsev，1941；Laek，1954など）。

　それと同時に，動物の平均寿命より署しく長い期間についてある動物種の数を平均化すると，外部条

件が一定な場合には動物の数は当然多少とも一定になる。この平均動物数の変化は，自然条件の変化，

対象としている動物種の進化的発展との関係，またはそれと相互関係をもつ動物の進化的発展によって

生ずる（Severtsev，1941；Shmal／gauzen，1946）。

　その上に狩猟が系統的に加わる場合には，動物数の変化法則は非常に違ってくる。このような条絆で

は，（9．1）式は次のように表わすことができる。

　　　dn
　　蕊『一α・一β1・一9　　　　　　　　　　　　　（9．2）

ここでgは狩人によってある一定期間に狩られの動物の数。

　旧石器時代に狩人によって追跡されていた動物では，他の条件が等しい場合には，自然的原因による

死亡率を示している係数，81は，係数βより明らかに小さくなる。それは狩人達は健康で強い動物より

は病気で弱った動物の方が狩り易かったことに関係している。

　狩りの産物はヨーロッパの後期旧石器人の主な食糧であったので，g＝噸とおくことができる（こ

こで，mは単位面積あたりの住民の数，リはある期間に1人目住民が消費する動物のバイオマスの相対

量（一匹の動物の平均体重への消費バイオマス量の比）。

　この関係を考えると，（9．2）式は次のような形になる。

　　　器・・一β1・一m　　　　　　　　　・・．・）

　系統的な狩猟による動物の減少を計算する場合，草食動物と肉食動物の相互作用の研究に使用されて

いるく衝突遭遇原則〉は利用できないことを指摘しておく必要がある。大量狩猟の技術を持っている人
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類は，多くの場合自分達の住んでいる地域内で狩猟対象の動物を探し出すことができる。特にソンドう

およびステップの開けた場所に棲んでいたマンモスのような大型動物ではそうである。このような条件

では，（9．3）式内のレmの大きさは，ある部族の住んでいた地域に彼らの当面の需要を満たすだけの

動吻がいる限りにおいては，当然nには無関係である。

　後期旧石器蒔代における大型車食動物の頭数の動きを計算するには，この時代における人口の変化を

評価しなければならない。人口の変化は（9．1）式に似た次式によって求まる。

　　　虫L。m＿bm　　　　　　　　　　　　　　　（9．4）
　　　dt

ここでaとbはそれぞれ出生率と死亡率である。これらの係数は多くの因子に関係しているけれども，

必要なデータが不足しているので，これらの爾係数の差の平均値の粗い評価に限定せざるをえない。時

間および人口密度に無関係とすると，c篇a－bとおける。

　このような条件下では，（9．4）式から次の関係が求まる。

m＝mo　exp（ct） （9．5）

ここでmは時聞もでの人1コ，moは初期における人口。

　後期旧石器時代の初期および末期におけるヨーロッパの人口密度に関する若干の概数は，現在までの

入種誌学的研究の資料からうることができる。これらの資料は歴史的発展の種々なレベルにあった部族

について求められている。

　以上のようなやり方を利用しながら，いろいろな研究者は後期旧石器時代の末期におけるヨーロッパ

の人口密度は1GO届あたり5～50人であったという結論をえている。これに比較して，大量狩猟の技

術を持っていなかった部族の人［コ密度は非常に低く，平均して10G．k㎡あたり約1人であったといわれ

ている（Braidwood　and　Reed，1957；Butzer，三964ほか）。その長さが大体2．5万年に及ぶ後期旧石

器時代に上記のような人口増があったと考えると，（9．5）式から。の値は0．64×10－4から1．56×

10－4／yrの間にあることがわかる。すなわち，大体1◎一4／yrの大きさになる。

　現在の観点から見るとこの人口増加率は余りにも低いが，人類の歴壁の初期段階については自然なこ

とである。この抵い人口増加率は発見された骨格化石の研究から明らかにされている後期禰石器時代の

人類の低い平均寿命とよく一致している。

　次に，ヨーロッパに幽棲していた大型草食動物のある種の頭数が，後部日石器時代にどう変化したか

を計算しよう。

　いま他の葦食動物の種にくらべて，いま対象にしている種がその地域で卓越していたと考えると，そ

れは草資源の多くを利絹していたことになる。現在のデータによると（第5章参照），ツンドラでは1

扁あたり約800Rgのバイオマスに相当する動物頭数を養うことができる。この値：は草食動物の可能扶

養頭数の上限に近い。その頭数が鳴食動物に余り影響されないマンモスのような動物では，環境条件が

いい時には上記のような上限が達成されたと考えることができる。

　マンモスの狩猟が開始されたあと，その頭数がどのように変化したかを計算しよう。この計算を行う

には，（9．3）式と（9．5）式から求まる次の方程式を解かねばならない：

　　　器・・一β・n一・m・・x・（・t）　　　　　　（・・）

1頭の平均重量を上式各項に乗ずると，次式が求まる。

　　　鶉・N一β1N一アm・・即・・t）　　　　　　　（・・）

ここでNは単位面積あたりの対象にしている動物のバイオマス，δN／dtはこのバイオマス量の時間変

化速度，rは1年間に1人の住人が消費する狩猟対象動物のバイオマス。
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　この方程式はt＝0でN；Noという初期条件で解かねばならない。醤。は後期旧石器時代の初期に

おいて草資源量によって決まる上眼に近い平衡動物バイオマス量である。

　係数β1の評価が困難であるが計算を単純化するために，rmo　exp（ct）がαNoより小さい場合

には（9．7）式の左辺はゼロに等しくなる，すなわち，もしも狩猟による損失がバイオマスの増加によ

り小さいならば，動物の平均数は変化しないと考えることができるだろう。次に，αNoおよびそれ以

土にアmoexp（ct）が大きくなった時には，β1N項を無視し，（9．7）式を次のように改めて利用

しよう。

　　　dN
　　　蕊＝αNイm・・や（・t）　　　　　　　　　　　　（9．8）

　このような二つの単純化を施すと，計算で求めた動物数の減少速度は，実際より若干過少評価になる。

　狩猟が対象動物の数に余り影響を与えない期間の長さをτで表わそう。次の関係を用いるとτの大き

さを決定できる。

　　　「m…p（・t）＝・N・　　　　　　　　　　　　　　（9．9）

これから，次の関係が求まる。

　　　・一÷h幾　　　　　　　　　・・1・）
　生下していたマンモスの群れが完全に絶滅するまでに要する期間の長さを決定するには，（9．8）式

を解かねばならない。

　t濡τでN＝Noなるとして，この式を解くと，狩猟対象動物のバイオマス蓄積と時聞との関係が求

まる：

　　　N一ポ聖iect＋eC・・一τ）〔N一f穿l　eCり　　　　　（・。1）

この式から，どれ位の期間でNがゼロになるか，すなわち対象動物が絶滅するかを推定できる。

　後期櫛石器時代におけるマンモスの頭数変化を上式を用いて誹算：するには，上にあげたパラメータの

他に，係数αとrの値を知らねばならない。αの値はマンモス群の全頭数へのある年に生まれたマンモ

ス数の比を示している。現在の象に関するデータによると，この係数値は0，05になる。

　主として大型動物の狩猟産物で生きている北方部族についての人種誌学的観察資料を用いると，係数

rの値を近似的に評価できる。rの値は食糧としての直接消費の他に，経済的利用や閾接消費にも関係

していることを考えると，rの値は1人あたり大体500～1000　kg／年になると考えねばならない。　S．

N．Bibikov（1969）の報告に，バイオマス消費のこの評価は若干過大評価であると記されている。動物

の肉および脂の実際の消費は上の評価値より少なかったという意見にも同意するが，バイオマス（動物

脂，皮，骨）は経済闘的へも多く消費されるので，上のような大きい評価も妥当と考えよう。肉類の長

期保存がむずかしかったので，消費は多かったものと思われる。

「の平均値を750kg／年とし・上に弓【用したN。＝800kg／km・およびm。＝0．01／km・とおいて，上

にあげた方程式を用いてe；0．64×10一4，c＝L56×10　4／年の場合について，マンモス頭数の変

化を計算した。

　（9．10）式によるτの値の計算から，狩猟の始まりから1万年から2．5万年までは（この差は用いた

eの値による），マンモス頭数は余り変化しないことがわかった。つづいて，（9．11）式の計算からわ

かるように，マンモスの頭数は急速に滅少し始めた。そして，数千年のうちに，頭数が増えも滅少もし

ない最終期のあと，彼らは完全に絶減した。

　このような計算結果を評価するにあたって，計算に用いたパラメータの値の近似性が計算精度に著し

く枠をはめていることを考慮しなければならない。それと同時に，利用した方程式の分析から，計算パ
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ラメータが大きく変化しても，いま対象としているマンモスの絶減過程の一般法則は変化しないことも

わかる。そして，後期紹石器時代の長さに匹敵する期闘の聞に，マンモスのような大きな動物が絶滅し

てしまうという基本的結論は変らない。

　上で説明した結論は，対象としている動物種（たとえばマンモス）が草資源で生存している草食動物

の一部である場合でも正しい。このような条件下では，狩猟のため追跡する動物群の全バイオマス量へ

のある種の動物のバイオマス量の比は，狩人達によって狩られる動物のバイオマスの全バイオマス量へ

の比に大体等しいということを補足しなければならない。

　複雑な計算をしないでも，後期禰石器時代におけるヨ一調ソバの大型草食動物のバイオマスのバラン

スに関する手持のデータの単純な比較からも上と同様な結論がえられる。この場合，ある地域に住んで

いる部族の人口と狩猟動物のバイオマスの毎年の増加との比較は重要な役割を果たす。

　もしも，マンモスの場合のように，バイオマスの年間増加量が4000〕㎏／100km2以下であるならば，

狩猟部族がそれを完全に利用する場合でも，この年間増加量で扶養できる人数は100km・あたり数人

以下である。しかしながら，狩猟部族は，動物バイオマスの平間増加量だけでなく，その動物の基本的

群れそのものを狩ることによって食料を獲得することができるので・上記のような扶養限界に達したあ

とも人口は増加し続けた。このようにして，バイオマスの年間増加量は次第に滅少し続け，そして群れ

の頭数は完全絶滅に向って縮少していった。これは上に説明した計算結果によく対応している。

　マンモスの広く棲んでいた地域でマンモスが絶滅したあと，その最後の群れが厳しい気候のアジア北

：方やその他の人口稀薄な地域に残っていたと考えられる。しかしながら，極めて悪い自然条件の地での

大型草食動物の生存はそう長くは続かず，通常の気候変動によって死に絶えてしまった。

　土に説明した方程式を利用すると，どうして原始人達がマンモスを滅亡させ，一方では現在までもマ

ンモスに近い象が熱帯地方で多く生き残っているかを説明できる。

　（9．10）式からわかるように，狩人達が追っている動物群の生き残り期間は，その利潤可能バイオマ

ス量Noと狩猟部族によるバイオマス消費の相対量rとに関係している。環在えられているデータから，

熱帯サバンナの大型葦食：動物のバイオマス量はツンドラ地方のそれを10倍以上も上回っていることが知

られている。それと同聴に，熱帯地方の狩猟部族はヨーロッパの旧石器時代の狩猟部族より多くの植物

食料を摂取している。これは，揖石器時代には，気候への氷河作用の影響のため，食料が主として狩猟

の獲物に限られていたことに関係している。

熱融加野冊のrの廊識・が・一助パの後期師帯代の鮒につ・・て用い罐の抄

下であったことを考え，またサバンナ条件でのNoを考慮すると，熱帯でのτの値は漏石器時代のヨー

ロッパについて上に述べた値の大体3倍以上に当然なることが，（9．10）式からわかる。したがって，

定常的に狩猟があっても象の頭数はマンモスが絶滅したあとも，さらに数万年にわたって高いレベルに

維持されてきた。これは，ごく最近まで象の絶妙の危険性のなかったことを意味している。

　上に説明した理論を暗いると，なぜヨーロッパの後期隅石器時代に，草食動物のなかの大型のものだ

けが例解したかを解明できる。これらの草食動物の任意の種についてみると，それらの頭数の上限はそ

の地理帯の草資源量によってきまっているので，ある種のバイオマスの増加量はまず第一に出生率αに

よって決まっていた。よく知られているように，この出生率の値は最も大きい動物で最低で，動物の大

きさが小さくなるに伴って大きくなる。それゆえ，後期旧石器時代の狩人達から最も防御の弱いのは，

単位土地面積当りのバイオマス増加の最も低い大型の草食獣であった。後期旧石器聴代の末期に上記の

ような動物種を襲った生物学的破局の原因は極めて簡単であった。

　進化の歩みのなかで達成された体の大きさの増加のお陰で，大型草食動物は肉食動物の攻撃からある

程度自由になった。このために，種の頭数の減少および出生率の著しい低下が可能になった。後期旧石

器の人類がこれらの大型草食動物を狩り始めた時，人類は，より小さい動物に対してオオカミ及びその

他の肉食動物がなしたと同様な役割を果たした。しかしながら，小さい草食動物はその高い出生率のお
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陰で肉食動物による損失を補うことができたけれども，大型草食：獣はそのような可能性を失ってしまっ

ていた。それゆえ彼らが進化の歩みのなかで適応していなかった狩猟による迫害が始まった時，彼らの

絶滅は時間の問題であった。

　後期旧石器時代の末期における大型草食動物の選択的な絶滅の原因の上記のような説明は，Simp－

son（1944）の説明と違っている。世代交代の余り頻繁でない大型草食動物はその聴期の自然条件の

変化によく適応できなかったのが絶滅の原因とSimpsonは考えていた。

　大型草食動物の大量狩猟が開始されてから絶滅までの期間は，上の計算方式でヨーロソバ各地につい

て求めた値より署しく短かった。この違いの原因は計算に用いた仮定，ならびに計算には家畜疫病によ

る，とくに最終ウルム氷期の時期に非常に薯しかった草資源の変化による動物頭数の変動が考慮されて

いないことに関係している。

　病気や草資源による動物頭数の変動があると，ある地域でのある大型草食動物の絶減が数千年も早ま

る。そして他の地域からの動物の移動による頭数の回復は，後期暇石器時代の狩人達による大型動物の

狩猟が打続く条件下では困難であった。

　このような観点に立つと，強い狩猟圧下ではより低い出生率をもつ大型草食動物が他よりも早く絶滅

したのは当然であった。それらの大型動物の絶滅後，残された草資源を多く摂取できるようになったの

で、小さい草食動物の頭数が一時的に大幅に増加した。しかしながら，西ヨーロソバの多くの地域で北

：方シカで生じたように，その後の狩猟の一層の強化は高い出生率をもつ草食動物も絶滅させた。これら

の小型草食動物の場含には，人類の狩りによる損失に肉食動物による著しい損失をつけ加えなければな

らない。このために，ある種の頭数維持における高い出生率の安定化作用は弱められた。

　上に述べた計算方式からえられるその他のいくつかの結果は，注目に価する。

　迫害されている動物の頭数の滅少過程は最初はゆるやかで，次第に加速されてくる。そして，最後に

はまだかなり群れがあっても極めて急速に絶滅してしまう。それと同時に，なんらかの動物が完全に絶

滅してしまうよりはるか以前でも，個々の地域の動物頭数が全体として減少している場合には，その頭

数の自然的変動および個々の群れの移動などのために，迫害を受けている動物の群れが全く見られなく

なる期間が当然生じてくる。

　したがって一日石器時代にヨ一瓢ソバの人口が増加した時，主として大規模狩猟に依存していた彼ら

の生存は非常にしばしば危機に見舞われた。これが後期旧石器時代の人々が動物絵の創作に特別な関心

を払った原因である。これらの動物絵は神事的性格をもっていて，狩りの動物群の回帰を祈ってなされ

たと思われる。しかしながら，頻繁な狩りが続いている時には大型草食動物の絶滅過程は非常に加速さ

れた。とくに，その最後の段階においては，特に急速に進行した。このため狩猟部族は他の食糧を獲得

する方法を開発する時間的余裕もなく，極めて困難な状況に追い込まれた。それゆえ，中石器時代への

転換は原始人社会にとっては同情すべき特徴をもっていた。そして，この転換は人口の一時的な減少を

伴っていた。これらの結論は多くの考古学研究の結果と一致している。

　よく知られているように，北アメリカの申緯度帯でも旧石器時代の最後は大型動物の絶滅を伴ってい

た。これらの現象の因果関係はよく確かめられている。それと同時に，旧石器時代の末期における自然

条件の著しい変化が大型動物の生存にとって一層困難な条件を1乍り出し，すでに始まっていた絶滅過程

を加速したことも十分考えられる。

　したがって，ヨーロソバにおける旧石器時代文化の終了は，一時的に豊富な食糧を与え，人口の増加

を可能にすることになった後期旧石器時代の人達が作りあげた大型動物の大量狩猟技術と狩猟資源の有

限性との間の解決のむずかしい矛盾の結果であった。

　しかしながら，次のような問題が生じてくる：この場合完新世以前の生物圏のバランスした生態がど

のように撹乱されたか。そして，この場合狩人達によって迫害された動物種がどのようにして10万年お

よび100万年の長さにわたって生存しえたのか？
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　バランスしていた生物圏を撹乱させた主要な原國は，彼らの迫害していた動物の進化速度に比較して

人類の進化速度が途方もなく高かったことと考えられる。

　上で説明したように，出生率の低い大型の動物は，高い迂生率をもつ小型の動物に比較して，肉食動

物によって迫害される条件下では，その群の頭数を維持するのがむずかしい。それゆえ，大きな動物の

体が肉食動物を近審り難くするような場合のみ，大きな体は生存競争にとっての優越性を動物に付与す

る。もしも動物の大きさが肉食獣の襲繋からの保護に役立たないならば（後期旧石器時代においてマン

モスが遭遇したように），個体群を維持するための唯一つの途は出生率を高めることである。哺乳類で

は，その体の大きさが小さくなるほど出生率は一般に大きくなる。

　旧石器時代に生じたそれらの動物の進化速度では，迫害されている動物が上のような変化を起こすに

は，絶滅までに経過した期聞よりはさらに非常に長い時間が必要であった。

　南・北爾アメリカで多くの大型動物が照石器時代末期に絶滅した理由を説明するのに，Martin（エ973）

は上に説明したと同様なアプローチを採用している。よく知られているように，人類のこれら両大陸へ

の畠現は比較的に遅く，それはウルム氷河期の末期であった。アメリカ大陸への人類の広がりに関する

研究はまだ不十分である。Martinは，比較的に小さい入類集団が氷に覆われたベーリング海峡を渡っ

て，北アメリカの北西域へ到達したと考えている。その当時，その地域には，いまだかって人類と会っ

たことがなく，したがって入間への警戒心のなかった大型動物の大きな群がいた。それゆえ，多くの野

生動物が10万年の長きにわたって人間と一緒に生活し，狩人達の追跡から身を守る種々な方法を備えて

いたヨーロッパおよびアジアの諸地域にくらべて，アメリカでは極めて狩猟に都合のよい条件にあった。

　それゆえ，アメリカの最初の佐甲骨は無制限に食糧を手に入れることができ，その入口を急速に増加

させながらアメリカ全土へと広がっていった。そして，その途中で出会う多くの大型動物を絶滅させて

いった。Martinの計算から，1000年で最初の移住者の波は爾アメリカの南端一ホーン口占に到達し，こ

の間1日石器時代の末期にアメリカに生解していた大型動物の約30種（マンモス，マストドン，等等ナマ

ケモノ，ウマ，ラクダ，その他多数）を平門させたことが知られている。これらの動物が絶滅したあと，

狩猟部族は食糧獲得の方法の変更を余儀なくされた。

　現生人の最初の文化一後期旧石器時代は，その文化そのものを破滅に導くことになった広般な地域で

の生態的危機を発生させたという結論は，K．臨rksの有名な次の見解聴く文化はもしも無秩序に展開

され，そして無意識的に運営されるならば，それ自身のあとに砂漠を残す》と対姥できる。

　人類のその後の歴史は，経済活動が無秩序に展開される場合には生物圏のバランスした生態の維持が

大変むずかしいことを証明する数多くの資料を提示している。

94　現代における生物圏への入門の影響
人為的な生態的破局

　後期旧石器時代から始まった人類の経済活動は自然条件の悪化を何圏となくもたらした。その都度，

三三社会はその後の存続が多少とも危ぶまれる状態に追いこまれた。以上のようなやり方で，地域的広

がりのいろいろと異なる多くの生態的破局が生じた。

　古代から周辺環境への人類の影響の重要な要因は，広大な面積の植生を絶滅させた火であった。山火

事および野火は，大型動物を狩る方法として古くから広く用いられてきた。ごく最近になっても，オー

ストラリアのアボリ人達はこの方法を狩猟に用いていた。このため，1圏に10k爵の広さの植生が絶滅

した（Dorst，1965）。　後期照石器時代の狩人達も，多分火を狩りに用いていたと思われる。

　広大な地域での火事は野生動物の無秩序な絶滅ならびに自然生態系の破壊をもたらした。それと同時

に，森林の破門はその後の大型動物の狩猟を容易にした。現生人が現われたあと多くの地域で森林植生

腔）　K．Marks　and　F．Engels。論文集，箋32巻，モ＝スクワ，　1945，p護5
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が急激に絶減したのは，上のようなことに関係していると思われる。

　主な経済活動が牧畜と農業であった新石器時代には，広大な植生地が焼き払われた。これらの土地は

牧場を開設するため，そして特に焼畑農業のために利用された。焼畑農業は森林を刈り倒して，その樹

木を焼き払い，そこに種子をまく農業である。灰分の多い土壌は，非常に浅く耕しても十分な収量がえ

られる。

　このような農業システムでは，土壌の地力は急激に低：下する。このため数年で（時には1～2年で），

新しい林地を伐採し，耕地をそこへ移さねばならない。住民の少い広大な林地がある時には，上のよう

な焼畑システムを採用できる。余り遠くない過去において，焼畑農業は中緯度地帯の多くの国々に分布

していた。現在でも熱帯地域のいくつかの発展途上国では焼畑農業が行われている。

　広大な陸地上での植生の焼払いによって，植物相，動物相，土壌，ならびに小規模であるが気候と水

文状態を含めて自然条件が大勢に変化した。中緯度地帯ならびに熱帯での植生の計画的な焼払いはずっ

と以前から始まっていたので，この方法で引き起こされた人間による環境条件の変化の全量を評価する

のはむずかしい。観測データから知られているように，多くの場合，人間の滅ぼした植生が計画的火入

れを放棄したあとも回復しないことは注目に価する。

　焼畑農業とならんで，多くの地域で森林が樹木の利用のため絶滅した。野生の回復を考えることなし

にしばしば行われた林地昏の家畜の放牧は，多くの地域の自然植生に大きな被害を与えた。乾燥気候地

帯の林地での，山羊その他の動物による幼木の葉の食い荒しはついには森林を絶滅させた。乾燥ステッ

プおよびサバンナでの家畜の過放牧はそれらの地域の植生を絶滅させ，それらの地域は半砂漠および砂

漠状になった。

　植生に対する経済活動の影響は何回となく人間社会に厳しい打撃を与えたと思われる。

　人類歴史上の最初の文明の一つはインド北西部で生まれた（今から3000～2000年前）。これらの文

明の中心（ハラソバ，モヘンジョオーダロなど）は現在は砂漢である。大昔は，これらの地域には畜産

やある種の農業にとって好適な乾繰ステップであったと考えられている。

　古代文明時代の家畜の過放牧は植生を破壊し，そして接地気層内の気重上昇と相対湿度の低下をもた

らしたと思われる。そのため降水量が減少し，植生の回復が不可能になった。このような関係からみる

と，気候の人為的変化がインド古代文明の消滅の原因の一つであったという考えは無視できない。

　古代ギリシャ時代の地中海沿岸での自然条件の変化はもう一つの例である。古代ギリシャ時代の初期

には，ギリシャ地域およびその他の多くの地中海諸国では広大な森林が存在していたが，次第に伐採さ

れ，そして家畜の過放牧によって一部は絶滅した。このため±壌の強い侵蝕が進行し，多くの山腹で土

壌層が完全になくなってしまった。これによって気候の乾燥化が強化され，農業生産条件の変化は古代

文明の崩壊へと進行しなかったが，それは多くの面で古代の人々の生活に深刻な影響を与えた。

　焼畑農業による中央アメリカのマヤ地域の土壌の消耗は，この高度に発達した文明の滅亡の原因の一

つであったという考えが出されている。申央アメリカに移住したヨーロッパ人は，熱帯ジャングルのな

かで既に大昔に住民の棄てた多くの町を発見した。

　ここに数えあげた例は人類の作り出した周辺環境条件の著しい劣化を示しているが，その数を増すの

は容易である。その当時の技術水準では，このような環境劣化を復元するのは不可能であった。このよ

うな事例は人為的な生態的破局とよぶことができる。

　過去に生じた人為的な生態的破局を研究すると，人類社会の発達の畢い段階で生じた破局，とくに上

で説明した後期旧石器時代の破局は極めて厳しい結果をもたらしたことがわかる。より遅い時代になる

につれて，生態的破局の起きる面積は次第に小さくなり，その結果の及ぶ期間も次笙に短くなった。

　人類社会の発展への生態的破局の影響は二面的特徴をもっていたことを指摘しておく必要がある。

　生態的破局は伝統的な経済活動に損害をもたらしたと同時に，社会の経済的利益を満たすための新し

い方法の発達を促進した。このことは後期旧石器時代の破局には特によくあてはまる。すなわち，この
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時代における大型動物の狩猟の停止は，結局人類の経済漉動のより新しい効率的な方法一牧畜と農業の

出現をうながした。

　上に説明した古代ギリシャ時代における多くの地環海沿岸諸困での農業条件の著しい劣化は，航海，

手工業およびその他の非農業分野の産業の発達にかなりの影響を与えた。しかしながら，生態的破局の

経済活動加速作用は極めて図れで，その役割は社会発達の役割に比較して非常に小さい意義しか持って

いなかったと考えなければならない。

　生物圏への人間の影響の歴史は，技術的進歩が大規模な生態的破局の発生のための前提を作り出しな

がら，周辺環境へ働きかける能力を常に増大させていることを教えている。他方このような技術的進

歩は人類の作り出した自然環境の劣化を園避する能力も拡大させてきた。これらの二つの矛盾する傾向は

20世紀後半になってより大きく明瞭に現われてきた。

生物圏への人類の影壁

　現在，人類の活動は全地球上の自然条件に重大な影響を及ぼしている。特に，陸上の植物相と動物相

とは著しく変化している。多くの動物種が人類によってつぎつぎと減亡させられている。現在までに，

哺乳類の種・亜種の120以上が，そして鳥類約150種が滅亡した（Dorsむ，1965）。この評価は非常に

過少評価で，ここ1000年間に人類によって滅ぼされた哺乳類と鳥類の全種数はもっと多いと考えるζ

とができる。ハワイ諸島での鳥類の動物絹の研究例を次に説明しよう。この諸島には約600年前にポリ

ネシア人が移住し，18世紀宋にヨーロッパ人が訪れ始めた。古生物学的研究から，ハワイ諸島に移住が

開始された蒔からヨーロソバ人が訪れるまでの間に，それ以前からこの諸島に生棲していた鳥類の数多

くの種の半数以上が滅亡したことが知られている。ここ200奪間に，ヨーロッパ人が訪れた後残ってい

礪の約告が亡びた識亡し罐の大部分は灘濁の灘下での騰の生判人の変化の肋虻ん

だと考えられている。ごくわずかな部分が人類によって直接亡ぼされた（0圭son　aRd　James，1982）。

　ここ1000無の聞に，多くの大型鳥類（前にあげた画論一ジーランドの等等モアおよびマダガスカルの

エピオルニス）および多くの哺乳類（ヨーロッパ野牛，オオジカなど）が絶滅した。

　いくつかの大型の霊長類一マダガスカルの巨大なキソネザルおよびインドネシア諸島の地上最大のオ

ランウータンの人類による比較的最近の絶滅に関する情報は，大変興味をひく。現在，多くの大型動物，

とくにクジラは絶滅線上にある。クジラは地球上に生重している動物のなかで最大のものである。大型

動物にとって人類の狩猟活動がどれ位危険かの原因は上に説明したとおりである。

　大陸上の広大な面積を覆っている植生も大規模な変化を受けた。広大な面積の原始林が伐採され，農

耕地にかわった。現在まで森林になっている場所は大部分2次林で，自然のままの植生にくらべて人間

の作用によって断編に変化している。ステップおよびサバンナの多くの場所でも，家畜の過放牧のため

に植生に大きな変化が生じている。

　自然植生への入掛の作用は，それぞれの地域の苗齢形成過程に大きな影響を与え，土壌の物理釣およ

び化学的な性質を変化させた。組織的な管埋，施肥，作物のバイオマスの大部分の搬出のために，耕地

の土壌はさらに大きく変化した。多くの地域で，土壌処埋は土壌侵蝕を激化させ，広い地域で：士：壌層の

破壊をもたらした。

　陸地の水文状態への人間活動の影響は急増している。大小の河川の流出量は，水工物の構築のために

大きく変化している。河川流出量の大部分が工業用水，都市用水および農業用水として取水されている。

大きな自然の湖に匹敵するような巨大なダムが作られると，多くの場合広い地域にわたって蒸発および

流出の状態が大きく変化する。

　大気汚染，陸水および海洋の汚染は非常に大きなスケールに達している。

　すでに上で説明したように，現在の人類活動は全地球上の自然環境を大きく変化させてきたが，通常

これらの変化は自然過程への局地的働きかけの総合であった。局地的な働きかけが地球的な縛徴を持つ

ようになったのは，地球的スケールの自然的過程が入塾のために変化したのではなく，局地的（または
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地域的）な働きかけが広い空間に広がってきたためである。

　次章で説明する気候への人類の働きかけは特別な性格をもっている。

　上に説明した数々の自然条件の変化は人聞の生活および活動へ悪い影響を及ぼしているけれども，問

題はこのような変化を生態的破局の顕われと見るか，またその到来が近いと考えるか否かである。

　我々は，現在の人間社会の生態的破局を人聞周辺の環境の回復不能な劣化として定義した。すなわち，

ある程度短い期間には人為的には回避できないような環境変化を生態的破局と定義した。さきに説明し

た過去の生態的破局例はこの定義によく合致している。

　自然条件の現在の変化がどの程度回復不能であるかという問題は，多くの関心を集めている。気候の

人為的変化の問題はそのままにして，現在の科学および技術の成果を利用すると，現在生じている人間

にとって不都合な自然環境の変化の多くを解消することが原則的には可能なことを，ここ10年間のテス

トは実証していることを指摘しておこう。

　現在多くの困で，森林ならびにその他の自然植生の回復が広く行われている。ときおり，この問題は，

家畜の放牧の制限というような単純な方法でうまく解決されている。その他の場合には，コスト高であ

るが発展途上国でも十分採用できるような方法が必要になってくる。

　現在，土壌層の保全ならびに回復および侵蝕の破壊作用のコントロールについて多くのテスト作業が

行われている。汚染からの空気および湖水の保全ならびに汚れた湖水の浄化には多くの資材が必要であ

る。しかしながら，アメリカの5大湖のような相当に汚れた大きな湖の浄化には多くの投資が必要であ

るが，その投資額もその国の国家予算にくらべると亡くわずかである。

　ソ連およびその他の多くの国で，滅びようとしている動物種の保全ならびに稀少種の頭数を増やす分

野で多くの成果があげられている。このような動物としては，オットセイ，ラソコ，ヨーロソバ野牛，

ビーバ』，黒虜召，カモシカなどがある。

　しかしながら，野生動物の保護に用いられている方法が常によい結果を生み出すわけではない。人問の

作り出した自然環境の損失の多くのなかで，唯一つの園復不能なのは現在生存している生物の遺伝資源

の絶滅であることは注目する必要がある。

　上に説明したように，人間はすでに工00に余る動物種および亜種を絶食させた。消失した種の数は全

動物回数のごくわずかにすぎず，しかも通常絶滅した種は現時点では大きな経済的価値をもたないので，

上のような動物種の絶滅は重要とは考えない面もある。

　しかしながら，そのような考えは完全に過っている。それぞれの動物種の人類にとっての重要さは現

在の経済的評価だけで決めることはできない。すなわち，現在の遺伝資源の一部が失われることは，未

来における生態系管理の重要な方法を奪うことであり，また種々な目的へ生物界を完全に利用する可能

性を奪うことである。

　人聞の作り出す周辺環境の局地的変化のすべてが回復不能と考える必要はない（唯一の例外が動物の

いくつかの種の絶滅である）。現在わが惑星上の自然へ与えられている様々な損害はほとんど完全に修

復できるので，地球的規模の生態的破局は現在ないということができる。しかしながら，現在の科学と

技術の成果を利用すると，多くの地域的な生態的問題は解決できるけれども，近い将来においてそれら

の解決が可能かどうかは明確ではない。たとえば，中央計癒システムを持たない資本主義国においては，

不都合な自然環境を修復するに必要な方法の発見が大変困難なことが多い。このため周辺環境の劣化の

局地的過程が進行し，地域的な生態的破局の様相を帯びるようになる。

　したがって，生態的破局の問題は現在もっとも重要な社会的問題であり，それは現在のそれぞれの国

の社会発展の特徴に関係している。

地球的規模の生態学的破局の予測

　現在の生態環境をどう評価するには関係なく，近い将来地球的規模の生態的破局が生ずる恐れがある

という意見が何回となく出された。このような生態的破局は経済全体の破局をもたらし，人口の急減な
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減少をひき起こすといわれている。Forrester（1971）およびMeadowsら（1972）は，このような見解を

初めて提出した。

　上に説明した後期陶石器目代の経済の研究（Budyko，1967）と同様に，　Forresterならびにく生長

の限界》の著者達（Meadowら）は，人類の必要とする資源の変化を特徴づけている関係と一纏に，人

口増加を決定している方程式を解いた。アメリカの研究者達は，さきに説明した後期旧石器時代につい

ての計算と同様な計算を現在について行った。そして，入口の一層の増加は人口の急激な滅少を伴うよ

うな破局をもたらすという結論がえられた。彼らが求めた上記のような破局の到来時期は非常に早く，

わずかに約100年後である。

　アメリカの研究で利用された数値モデルは，現著者の報告で用いた単純モデルに比較してはるかに複

雑である。彼らが用いた方程式系は電子計算機を用いることによってのみ解くことができる。後期旧石

器時代のためのモデルでは食糧資源だけが考慮されているにすぎないので（その当時は無機鉱物資源は

人口に影響しなかった。また環境汚染は存在しなかった），そのモデルによる計算は解析的に実施でき

る。

　現在の状況を説明するためのモデルでは，食糧資源，無機鉱物資源外部環境の汚染など多くの要因

の人口の変化に対する影響が考慮されている。

　Forresterのモデルを用いてく生畏の限界》のなかで求められた経済条件の変化の予測結果を詳細

に説明しよう。

　これらの計算は1900年から2000年にかけて行われ，計算には現在の経験データから作成した出生率

・死亡率と種々な要困との関係が利用されている。これらのデータが不足する場合（例えば，死亡率へ

の周辺環境の汚染の影響の評価）には，彼らはそれぞれの仮説的関係を用いた。

　計算結果から，人日1人当りの工業生産物と食糧生産物とは21世紀初めまでは増加するが，その後は

これらの量は20世紀初期の各レベルより署しく低い値まで急減することが予想された。

　21世紀の初期には鉱物資源量は急激に忌忌し，21世紀中頃には事実上枯渇する。21世紀の前半におい

ては，周辺環境の汚染は急激に増大するが，中頃になると工業生産活動が次第に縮少してくるので再び

滅少してくる。

2泄紀の噸までは訊・雌大するカ・，その鰍少し始め，そして21三三こはほぼ者になる・・

の場合の破局の主な原因は鉱物資源の枯渇である。すなわち鉱物資源が枯渇すると食糧生産が減少し、

住畏の医療水準が劣化して死亡率が急激に増大してくる。

　この計算結果は，種々な前提を利用して行われた多くの別の計算を用いてく生長の限界》のなかで詳

しく説明されている。しかしながら，これらの前提を種々かえても最初の計算でえた韮本的結論は変化

しない。例えば，現在知られている鉱物資源を2倍にする仮定でも，21世紀申頃に人口のより急激な減

少をもたらす。それは鉱物資源の倍増が周辺環境の汚染レベルの破局的な上昇をもたらすことに原因し

ている。

　倍増した鉱物資源を利用した際に発生する環境汚染を効果的に制御する：方法が導入されても，食糧不

足が生じてくるので人口の減少は避けられない。

　その後の計算データから，人口の減少をくい止め，高い工業生産レベルを維持するには総合的な対策

の実施の必要なことが知られている。総合的対策としては，人口増の抑制，鉱物資源の消費の丁子，周

辺環境汚染対策法の切替，食糧生産の増大などがある。

　このような計算から，2ユ世紀の経済レベルを安定させるには以上のような総合対策を嚢ちに導入する

必要があり，20世紀末期における対策導入ではあまりにも遅すぎ破局の到来を防ぎえないことが知られ

ている。以上のような総合酋策の実施の現実性が現在では低いことを考えて，＜生長の限界》の著者達

は，直麺する生態的破局く社会崩壊》，すなわち社会組織の崩壊の出現の可能性を指摘している。

　Fedorov（1972，1977）はForresもerおよびく生長の眼界》の著者達の研究結果を批判している。

一233～



Fedorovの報告に，彼らの研究の不十分な点が指摘されている。まず不十分な点の第1としては，社会

の経済的発展ならびに人類の消費需要を満たすことにおける技術的進歩のもたらす基本的変化がモデル

のなかで考えられていないことをあげている。

　それと岡時に，Fedorovは彼らのいう社会と自然環境との相互作用における当面する破局はブルジ

・ア社会の自然発生的な鰍序醗展の法貝1牲を姻に反映しているかと指摘している．資本主麺家

の主な社会一経済的特徴は自然資源の合理的利用を妨げ，食糧問題の解決を困難にし，周辺環境の汚染

への計画的対策を複雑にしてしまう。このような状況下では，人類と自然との根互関係に破局の訪れる

可能が生まれてくる。この破局の多くの特徴は現在でも明瞭に知られている。人類の将来の技術的およ

び経済的発展に際して生ずる様々な困難の克服は，社会主義的計画経済においてだけ可能であるとFe－

dorovは述べている。

　その書物に示されている破局を回避するための総合対策案は明らかにユートピア的性格をもっている

けれども，長期経済計画が必要という結論はく生長の限界〉のなかにも含まれている。そのユートピア

的性格は著者自身達も認めている。

　＜生長の限界》は1968年に設立された国際科学機関ローマクラブの最初の報告書であった。このク

ラブには西欧諸国の多くの研究者が参加している。ローマクラブの次の報告書はMesarovic　and　Peste1

（1975）の報告で，彼らは大陸表面の主要地域について今後10奪間の経済の計算を行っている。この研

究の結論はForresterおよびく生長の限界》の野老達の結論にくらべて非常に詳細であるけれども（

かれらは全人類の縫済を研究している），Mesarovまe　and　Pestelの主要な結論は多くの点で彼らの結

論によく似ている。酸esarovichとPeste1は，現在多くの国で生じている経済的破局は一時的な現象で

はなく，著しく厳しい経済的および生態的破局の前兆であると考えている。そして，これらの破局は今

後10年以上も続き，大きな被害，とくに発展途上国の住民に大被害をもたらすと考えられている。

　Fgrresterの結論と違って，　MesaroviehとPeste1は技術発展が続いた場合，生態的破局の回避の

可能性を否定していない。しかしながら，〈生長の限界〉の著者達の提案と同様に，このような破局を

圏避する方法についての彼らの提案が実施される可能性は非常に低い。

　70年代後半および80年代の初めに，ローマクラブほか種々な国際機関および国内機関によって来来の

経済条件ならびに生態的条件に関して新しい研究結果が発表された。これらの研究の共通的欠点は，現

在と同様な関係が生態一経済システムの諸要素闊の棘の関係について講で利用されていることであ

る。これらのシステムが単に量的に変化するだけで質的には変化しないならば，上認のようなアプロー

チは許容できるかもしれない。しかしながら，人類の歴史が教えているように，過去における経済の発

展は大幅な質的変化を伴っていた。このような変化を考えないで，未来の経済条件と生態条件をシステ

ム分析法で予測するのは極めて条件づきであって，人類の現実的未来を示すものではない。ただ現在の

諸条件が未来でも維持されると仮定した場合の未来予想にすぎない。

　このような計算の欠点の一つは，経済発展にとってより重要な科学的および技術的な新発見の予想を

そのなかに採用していないことである。科学一技術の進歩の特徴はそれが非常に不均一なことである（

特に現代では）。そのような一つの例は，最近までは達成不能と考えられていた問題（原子力の利用，

宇宙船の建設）の急速な解決であり，もう一つの例は長い間研究老によって可能と考えられてきた問題

の結果の取得が不可能なことがわかったことである。そのような条件下では，それらの定藩時期を含め

て近い将来の科学的新発見を予測することは余り現実的ではない。

　以上のことだけが，ある程度長朗にわたる経済発展の現実的予測を困難にしている原因ではない。そ

の他の原因としては，未来についての人口増の予測のむずかしさがある（若干前のデータから人〔］の増

加を予想する仕事はすでに何回となく発表されているが，実際との一致は悪い）。さらに，その他，埋

蔵有用鉱物量などの不確実さがある。

　西欧の研究者による現在の未来学的研究の一般的評価が，LT。Frolov（1979），V．V．　Zagladin，と
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Fro玉ov（1981）の報告および研究集録く現在の地球的諸問題》（1蜷1）などに示されている。

　上にあげたZagladinとFrolovの書物のなかに，これらの研究の限界が指摘されている。それによる

と，西欧の未来学研究の限界は現在の科学一技術および文化一文明の発展を絶対化していることに原因

している。どのような社会一経済的システムの枠組のなかでなされるかには関係なく，科学一技術と文

化一文明の発展過程が国際化を強めていくと，歴史的過程は完金に世界的に統一されたものになるとい

う意見が多くの未来学の研究のなかで採用されているが，この予測は間違っている。それと同時に，

ZagladinとFro1。vは次のように指摘している：＜地球的諸問題の特別な（まず第1に科学一技術的

および工学的な）対象の具体的な硯究のなかには，すくなからず興味をひく喬定的な要素も含まれてお

り……我々の方法論の見地からこれらの結果を批判的に取り上げ，地球的諸問題の解決策を探すのにそ

れらを利用しなければならない》。

　21世紀に人類が出会うと思われる地球的諸問題の深い研究が必要なことは疑いをはさむ余地はない。

　現著老はその一つの書物（Budyko，1977　a）のなかで，合理的な経済一生態学的モデルを作成すると

いう課題との関係で次のように述べた。すなわち，現在ある世界発展の数値的モデル化法に大きな限界

がある場合には，技術的発展の長期計画という特別課題の研究にこれらのモデルを利用するために，こ

れらの方法の完全銘の可能性を研究する必要のあることを鮨摘した。主要な経済指標および自然条件の

変化の特徴との関係で，人口の確からしい変化を計算できる数値モデルを用いると，経済発展のなかで

生ずる様々な障害を克服するために解決の必要な技術的諸課題をあらかじめ組上げることができる。

　このようなモデルを作成する試みをD．M．Gvishiani（1978，1979ほか）は僻興している。彼は地球的

モデルの作成に関係した多くの方法論的課題を研究した。この研究において，彼は軍備競争の中止およ

び恒久平和の確保の必要性を，地球規模問題の研究で考慮することが特に重要なことを指摘している。

　最近，世界モデルに関する研究がソ連のシステム研究所（世界の発展過程のモデル化，1979；世界の

発展過程のシステム的モデル化，1980ほか）および科学アカデミー計算センター（Moiseev，1979；

Krapivinら，1982ほか）で始められた。

　それと同時に，ソ連研究老の研究では個々のグローバルな経済問題の研究に大きな関心が払われてい

る。この種のより大きな問題としては，入類の経済活動の影響によって我が惑星の気候が変化するかも

知れないという問題がある。現在えられているデータからみて，多くの報告で研究されている経済発展

によってひき起こされる地球的な生態学的結果のなかで，経済活動による気候変化は経済活動そのもの

に顕著に影響する可能性がある。それゆえ，気候変化の問題は特に重要である。
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第10章　未来の生物圏

10．1　現在の気候変化

2e世紀の気候

最近の研究から，近未来の生物圏は現在進行している地球気候の変化に密接に関係していることが知

られている。現在の気候変化は急激に増大する人類の経済活動による大気の化学組成の変化のためであ

る。

　現在の気候変化は大きな実際的な意義をもっているので，現在進行している自然的および単為的な気

候変化の法則性を明らかにする研究が，ソ連および諸外国で組織されている。これらの研究で得られた

主要結果を説明する前に，現在の自然的な気候変化の研究資料にまず触れよう。

　RubiRsh乞einとPolozov（1966），Mitcheii（1963），Lamb（1966，1977），　V猟恥QnとWilliams

（1976，1977）その他の多くの研究者達が，過去圭00年半に生じた温度状態の変化を研究した。これら

の研究のなかで，これらの気候変化は空間的にも時間的にも不均一なことがわかった。

　温度の異常が時間的にも空間的にも複雑な構造をしているのは，大気大彼環の偶然的変動が気候変化

に影響するためと：考えられている。ある特定の観測所または限定された地域の温度異常を長期間にわた

って平均化しても，気候変化の法則性の解明を著しく困難にしている上記のような要因の影響を完全に

消却することはできない。

　気候条件の世界的変動の研究にとって，気層の異常さの空間的平均化は大きな意義をもっている。こ

のアプローチの根底には，次のような物理的判断がある。

　第3章で説明したように，宇宙空間に逸出する長波放射は地表付近の気温に直線的に関係している。

それゆえ，温度異常の平均化は逸出放射の平均化にひとしい。

　面積平均をとると，限られた地域内の逸出放射の異常は一般にかなり相殺される。そして、世界気候

へのそれの影響は余り著しくなくなる。広い地域，とくに地球全体についての放射の異常が，気候条件

に対して大きな影響を与える。地球一大気系の吸収する短波放射の異常と地球全体の逸出放射との算術

和は，地球全体の平均気温の変化の符号を決定している。

　Mitchell（1961，1963，1971）とWille挑G950，1974他）は，いろいろな地理帯に分布している多

くの気象観測所の気温観測資料を用いて，広い地域の気温異常の平均値を計算している。平均的異常を

より正確に決定するために，我々は個々の観測所の観測データではなく，気渥異常の分布図を利用した

（Bud曜。，エ971）。この分布図は赤道を除く北半球について，1881年以降のデータを用いて各月の気温

異常の月平均値から作成した。赤道地帯を除いたのは，上の期間の前半において観測データが，この地

域の気温異常図を作成するのに不足しているためである。

　図10ユに，上記のような異常分布図から求めた北半球の赤道以外の地域および北緯70～85度帯の気温

偏差の経年変化が示されている。すべてのデータには5年移動平均化が施されている。この図から，北

半球の赤道以外の地帯では，気候暖化は19世紀末期に始まり，前世紀の最後の年に弱い明瞭なピークに

達したことがわかる。そのあと，若干の温度低下が生じたが，すぐに気候暖化に転じた。この気温上昇

は4910年代の末期および192G年代初期において特に強化された。温度の正の異常は30年代末期に最大に

達した。そして40年代には気候暖化は気温低下と交代した。1960年代の中頃，北半球の平均気温は1910世

代朱期の潟度レベルに達した。

　北半球の赤道帯以外の地帯での温度の経年変化は，地球全体について平均した地表近くの気温の経年

変化に定性的に似ている。現在えられているデータ（北半球の赤道以外の地帯の資料にくらべれば大幅

に限られている）によると，南半球の赤道地帯およびそれ以外の地域でも平均気温の変化が同様に生じ

ている。その変化特性は北半球のそれによく一致しているこ亡が知られている。　　　　　・
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図10．1　気態偏差（5年移動平均）の経年変化

　　　　1一　北半球の年平均気温の偏差

　　　　2－　70－85度緯度帯の温度の偏差（暖候季半年）

　　　　3－　70－85度帯の温度の偏差（寒候季半年）

　図10．1から，緯度が高くなると気温の経年変化は大きくなったこと，高い緯度帯の気温とくに寒候季半

年間のそれは暖候季半年間の温疫よりも著しく変化したことがわかる。温度の子午線方向の勾配の5力

年平均偏差が麟エα2に示されている。子午線方向勾配の値は緯度5度当りの濃度傾度を表わしている

（Budゾko，　V圭㎜ikov，1973）。

　図に見られるように，子午線方向の温度勾配は19世紀の80年代から20世紀の30年代までは減少した。

30年代の後半になってから，子午一方向勾配は増加し始めた。そして，60年代中頃にこの偏差値は今世

紀初めの偏差値：に等しくなった。

　70年代の初めになって，ここ10年閤を通じて寒冷側への気候変化が生じていることが知られている。

気侯変動に際しての潟度変化の符号は比較的に稀れにしか変化しないので，ほとんどすべての研究者は

蚤時生じていた気温低下は確実に続くだろうと考えた。

　このような関係で，一層の寒冷化は氷河作用の発達へ導き，農業にとって悪い気候条件を招来すると

いう心配が出された。この意見は湿潤気候をもつ中緯度帯の国々において主として出された。これらの

地域では，寒冷化が生育期閣の長さを短縮させ，生育シーズンの積算気温が滅卜する。しかしながら，

最近のデータは，これらの緯度帯の大陸性気候の多くの地域では，寒冷化によって降水量が増加し，旱

越の頻度の減少することを教えている。気候条件のこのような変化は，農業にとっては好都合であった。

　研究レビューのなかで，Lalnb（1973）は1970年代の初めに20以上の天候変化予想が嵐されていて，

そのすべてが今後10年閥は寒冷化が続くと予想していると述べている。しかしながら，これらの気候変

化予想は十分に科学的根拠をもっていないと彼は拙摘している。上にあげた報告が発表されてからたっ

た2年後に，Lamわは正の側への気候変化の可能性を実証している新しいデータをえた（Lamb，Malm－

be　rg，　C　o圭ebrook，1975）。これらのデータはグリーンランド海とノ．ウ，レエー一海の海域において，それ
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　　　　　図10．2　北緯25～70度帯における子午線方

　　　　　　　　　向温度勾配の偏差の経年変化

a一年平均偏差，b一暖質草半年間の平均偏差，　c一病候前半

年間の平均偏差

以前に卓越していた温度低下傾向が1970～71年の冬から暖化傾向に変わったことを示している。1970

年代初めから寒冷化過程が気候暖化と交代したという考えは，気温観測データの解析にもとづいてW圭一

Uett（1974）も提出している。WillettとL｛㎜bの報告に示されているデータは，最近生じている気候

変化について詳細な研究の必要なことを示している。

　この問題に関する研究のなかで，地表付近の平均気温の変化データが1975年まで補足された（Borz－

enkovaら，1976；Budyko．Vinnikov，1976）。

　図10．3は北半球の広い地域（北緯17．5度以北）上での気温偏差の経年変化（曲線1）を示している。

データには5年移動平均が施されている。年平均温度の解析から，最近北半球の温度変化の傾向は符号

そのものが変わり，1960年代後半に終った温度の緩やかな低下のあと，温度上昇が始まっていることが

わかった。

　上で指摘したように，気温変化は高緯度帯および寒肥季において特に大きな振纒をもっている。図1α

3に，北緯72．5度以北の地帯の年平均気温の経年変化（曲線2）も示されている。

　この図に見られるように，70年忌の気候暖化は子午線方向の温度勾配の減少を伴っている。

　60年代の半ば，または末期に始まった気候暖化は，その後多くの研究者によって確認された。

　海洋の極氷の状態に関する観測資料を用いると，温度状態の変動について：重要な結論をうることがで

きる。海氷の境界線は気温に密接に関係し（Budyko．，1971），それと同時に氷の状態は大気の温度状態

に大きい影響を与えることを指摘しておこう。高緯度の海氷に覆われていない海洋上では，寒候季の気

温は0℃よりわずか数度だけ低いだけである。これは，このような条件下では海洋が空気に多量の熱を

与えるためである。海洋から大気への熱流束を大纏に減少させる氷原が存在すると，これらの海域の接

地気層内の気温は一10℃以下になる。

　それゆえ，極地方の海氷原の平均境界の変化はそれらの海域の気温を大きく変化させる。特に，寒候
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　　　図帽．ろ　気温偏差の経年変化
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1980

季においてはそうである。残念なことに，現在の気候変化時代における極氷原の境界の観測資料は極め

て限られている。ここ100年閥にわたって海氷状態のデータがえられているのは，北極の大西洋区域と

それに接する海域だけである。北氷洋の他の海域ならびに南極においては，極海氷の境界に関する資料

はやっとここ20～30年間えられているだけである。

　大西洋北部海域，バレンツ海およびカラ海の海氷原の変化と気候変動との関係を明らかにする試みが

すでに何回となく行われた。
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図旬．4　グリーンランド海（×103㎞2）（1）とバレンツ海（面

　　　　積％）（2）における海氷原颪積の経年変化

　図10．4はグリーンランド海とバレンツ海での海氷状態の年年変化を示している。図10．3と図10．4の

比較から，北半球平均気温の変動と海氷状態の変化とはよく一致していることがわかる。特に，海氷爾

積の急激な滅少は60年代中頃に始まった気候暖化の進みにつれて生じていることがわかる。北極海の海
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氷状態に関するその他の研究のなかで，Sandeτson（1975）の仕事は注目に価する。彼は1969年から

1974年にかけて北極の大部分の海域で海氷原面積が滅少したことを報告している。

　北氷洋の海氷原面積の変化特徴がZakharovとS七roki照（1978）の報告にも示されている。図1α5に，

彼らがえたここ10年聞における北氷洋内の海氷面積（7月～9月）の変化が示されている。この図から，

40年代初めから60年代中頃にかけて海氷面積が1◎％以上も増加し，60年代中期以降約10％減少したこと

がわかる。海氷原面積のこのような変化は，高緯度帯における平均気温の変動によく対応している。70

年代前半に，南半球の海氷原颪積も減少したというデータをKlu搬aら（1977）も発表している。

　Drozdov，Lambおよびその他の研究者の研究によって，気候の暖化期と寒冷期において地球の各地

域の降水量が大きく変化したことがわかった。

　図10．6に，ソ連の草原地帯と森林草原地帯における寒感恩（11月～3月）の総降水量の経年変化が示

されている。総降水量は21観測所の観測資料を用いて求め。5年移動平均が施されている。図10．1，10．

2，10．6の比較から，平均気温が上昇し子午線温度勾配が減少する時には，水分不足地域の降水量は減

少する傾向のあることがわかる。

　販oz面vとGrigorev（1963，1971）の報告に，最大気候暖化期（1930年代）に，ソ連と北アメリカの

水分不足地帯で広般な広がりの皐魅回数が，それ以前および以後の10年間に比較して著しく増加したこ

とが指摘されている。周知のように，これらの期閾に，ボルガ川流域の降水量の滅少のためカスピ海の

水位は約170㎝も急激に低下した。
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図引0．6　ソ連の草原地帯・森林草原地帯における寒候

　　　　季降水量の経年変化

　降水量の経年変化は，大気大循環の特徴に影響する子午線方向温度勾配の変化によってかなり説明で

きる。子午線方向の温度勾配が変化すると，海洋域から大陸内部への水蒸気の輸送強度も変化する。子

午線方向の温度勾配が減少すると，中緯度帯において海洋から大陸奥深くへ輸送される水蒸気の流れも

減少する。このために，大陸内部の広い地域で降水量が減少する。子午線方向の温度勾配が増大する場

合には，逆のことが生ずる。

　Droz　dovとGrigorev（1963，1971）は降水状態への子午線温度勾配の変化の影響について詳細な研

究を行っている。かれらの研究によって，高緯度地帯での気候の暖化または寒冷化に際しての降水量変

化の一般的特徴は極めて複雑であるが，中緯度の水分不足地域では北極地方の温度が低下すると，降水

量増加の傾向が車越することが明らかにされている。

　このような効果は，低緯度と高緯度の聞の温度差が大きくなると大陸深部への水蒸気輸送が強化され

るためである。

　地表付近の平均気温が上昇した期間および下降した期間について降水偏差の世界地図を作成したLa一

語b（1974）の研究結果は，上に説明した考え方とよく一致している。彼の作成した図から。全球的寒冷
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化時には中緯度地帯の大陸の大部分で降水量が増加し，亜熱帯および熱帯の高圧帯では減少し，そして

赤道地帯では増大したことがわかる。Lambの結論はBorzenkova（1980）の報告でも確認された。彼は

地球上の農業上：重要な多くの地域での降水：量偏差と平均気温偏差との関係を研究している。図10．7に，

全球的寒冷期における大陸の降水量の緯度帯平均値の偏差の相対値が示されている。曲線1は全話地表

薦についてのLambのデータから，曲線2はBorzehRovaの資料を用いて作成されている。　B　orzehkova

のデーータは，いろいろな大陸上の9地域でえられた。二つの曲線の一致は降水量分布と平均気温の全疎

的変動との間に法則的関係のあることを証明している。
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　　図肇0．7　降水量の緯度分布

1－Lambのデータ，2－Borze感ovaの資料

　大規模な旱麩の頻度と気候変動との関係についての問題は大変輿味がある。R訊uner（1979）の報告に

ソ連とアメリカ合衆国の旱越の間には同期的に発生する傾向のあることが指摘されている5これは旱魅

発生へ全球面気候因子が作用していることを証明している。彼の報告には，1815年から1976年までの

期間にソ連の穀類生産地帯の大部分を襲った特に大きい皐魅の頻度に関するデータが示されている。い

まこの全期間を1815～1919年までの期間と1920～1976年までの期間とに分けると，温度状態に関す

る資料から次のことがわかる。北半球平均気温の5年平均をとると，前期闘のどの5年間をとっても温

度は後期のどの期間の温度よりも低い。Raunerのデータによると，最初の期間における巨大旱麩の頻度

は10年間に1．1回であるが，あと期間のそれは10年間に1，9回であった。この違いは上に説明した他の

研究結果とよく一鳴している。
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　現在の気候変化の原因に関する問題は数十年にわたって研究されてきたが，やっと最近になってその

原因が明らかになってきた。

H㎜phreys（19エ3，1929ほか）は，現在の気候変化は火山活動に関係しているとも・う考えを提示した。

　H㎜phreysの報告で，完全晴天時に地表面へ入射する直達太陽放射の平均値は年によって大きく変化

することがすでに明らかにされていた。多くの日射観測所の観測資料から求めた直達放射の経年変化曲

線でも，上のような変化がよく見られる。このような曲線から，直達放射は毎年毎年大幡に変化しなが

らも，10年のオーダより長い周期でも同様に平均的に変化していることが知られている。

　北半球の温度の経年変化と地表へ入射する直達放射の経年変化との比較は大変興味をひく。この藏的

のために，北緯40～60度帯にあってより長い観測期間をもつ羅臼ーロッパとアメリカの1880～1965年

間の日射観測資料を解析し，完全請天日の疸達放射の経年変化曲線（全観測地点の平均）を作成した

（Budyko・Pivovarova，1967）。図10．8に，上期の研究期閥について直達太陽放射の10年移動平均曲

線②が示されている。翻のように，この期間の直達放射は著しく変化している。
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　完全謄天時の直達放射の変化原因としては二つの考えがある。その一つは天文学的太陽定数（太陽輝

度）の変動と直達放射の変化との関係であり，その次はいわゆる気象学的太陽定数すなわち対流圏上面

へ入射する太陽放射量の変動との関係である。天文学的太陽定数が一定でも，成層圏透明度の不安定さ

のために気象学的太陽定数は変化しうる。第1の仮説は若干の報告で提示されており，BOSSO王aSCOら

（1964）の報告はその一例である。彼らの報告では，3日射観測所の観測データから，数度までは太陽

活動度くウォルフ黒点数で表わされる）の上昇に応じて太陽定数は増大し，そのあとさらに太陽活動度

が上昇すると，太陽定数は減少すると結論されている。

　貝回測定学分野における大多数の専門家は天文学的太陽定数は変動しないと考えている。多くの研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む者は，この量の変動は測定精度以内であると考えている（A買主en。1958；Angstrδ雛，1969ほか）。

　麟10．8に示されているような太陽放射の変化の物理的メカニズムを解明するために，太陽強度の偏差

値を種々な太陽高度について計算した（Bud轍。，1974）。天文学的太陽定数が変動する場合には，直達

太陽放射の相対的変化は太陽高度に無関係であるが，大気透明度の不安定姓による太陽放射の変化は，

太陽高度が違ってくると当然大きく変化してくる。手持のデータの解析から，上のような関係が存在し，

それは大気光学の式からえた放射への大気透明度の影響の計算結果とよく一致することがわかった。こ
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の結果から気象学的太陽定数は変動するが，天文学的太陽定数は実際上変化しないという結論がえられた。

　第2章で述べたように，この結論はその後行われた人工衛星による太陽放射の観測資料でも確かめら

れた。この結論は，太陽の活動度と気候変化との間の関係の解明の困難さの原因を理解するためには若

干の意義をもっていることを指摘しておこう（K：hro搬ov，1973）。

　現在の気候変化のメカニズムを解明するには，図10，8上の曲線2と10年移動平均化で滑らかにした

温度の経年変化（曲線三）とを比較しなければならない。これらの二つの曲線の間には明瞭な相似があ

る。すなわち，二つの曲線土には二つのピークがある。その一つは19世紀末であり，その2番目（主な

ピーク）は20世紀の30年代である。それと同時に，これらの曲線の間には若干の違いもある。すなわち，

最初のピークは温度の経年変化曲線より放射の経年変化においてより著しい。曲線1と2の相似性を考

慮すると，大気透明度の不安定さによる放射の変化は気候変化の：重要な要函であると考えることができ

る。この問題を明らかにするには，大気の短波放射透明度の割合に長期的な変化による温度変化の定量

的計算が必要である。

　北半球内での直達太陽放射の変動に関するデータを利点し，大気光学式を用いて1918～1947年期闘

と先行する1888～19圭7年期間の日射量の平均値の差を計算した。第2期の日射量は0，3％増加してい

た。この田射量の増加は平均温度の0．4℃の上昇に当然相当する。これらの期聞の温度の実際の差は

0．33℃になり，これは計算結果と十分一致している。

　火山活動と放射状態の変動との関係は多くの報告のなかで研究されてきた。多くの報告で，1963年3

月にインドネシアで生じた爆発性の琶大な噴火（バリ島のアグン火山）の放射に対する影響が研究され

ている。

　放射状態へのこの噴火の影響を評価するために，著者ら（恥dyko・Pivovarova，1967）は1957年から

ら1966年までの期閥にソ連邦内の多くの日射観測所でえられた正午の直達放射強度観測結果を分析し

た。この研究で，北緯40度から60度までの間にある22観測点の平均として，直達放射の月平均値は

主957年から1963年11月までの間は鮎漁に安定であったことがわかった。表10．1に見られるように，直

達放射の月平均値は1963年三2月から急減した。多分大気大循環の不安定性のために直達放射強度は月

から月へと若干変動しているが，この値の著しい系統的変化が1963年末期から始まった。

表10．1ソ連地域の直達放射強度の累年平均値からの偏差（％）

年　次 1 盛 蹟 魏 V 珊 璽 樋 K X 租 羅 年平均

王963

P964
¥965
P966

一1
|10

|15

|10

　　3

|3
|7
|9

一2

|6
|11

|7

　2

|7
|5
|4

　2

|2
@4
|2

　2

|1
|3
|1

　2

|3
|3
@工

　1

|2
|2
@0

　0

|3
|5
|2

一1

|6
|2
|4

一2

|8
|9
|7

一10

|16

|12

|7

　　0．

黷T

|6
|4

　冬季には直達放射強度は夏季よりもより著しく減少したので，この変化は大気透明度の変化に原因し

天文学的太陽定数の変動によるものでないことは明らかである。

　放射状態への火山噴火の顕著な影響を考慮すると，19世紀末期における放射の増加はクラカタウ火山

の噴火後におけるエアロゾルの沈降による大気の清浄化のためと考えることができる。このあとの放射

の滅少は20世紀初めに生じたモンペレ火山その他の噴火のためであった。1915～1920年旧聞における

放射の増加は，カトマイ火山噴火後のエアロゾル沈降による大気透明度の上昇によって多分説明できる。

カトマイ火山噴火後は，長い間にわたって臣大な噴火はなかった。

　個々の火山噴火後の放射量の変化の温度状態への影響が，多くの仕事のなかで経験的に研究された。

それらの経験的研究で，臣愚な藩論後地球表鷹付近の平均気温は数カ月から数年にわたって10分の数度
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低下したことがわかった（H㎜phreys，1929；MiむehelL　1961，三963；Ange員and　Korshover，

1977；T裂ylorら，1980ほiか）。

　火山噴火後の放射量変化の温度への影響の問題を研究しよう。海洋面体の熱容量と熱伝導率とを考え

た理論的スキームを用いて，この影響の近似計算を行った。しかしながら，我々は上の二つの項の影響

の大体の評価だけに関心があるので，この計算では，1年を通じての温度と放射の年変化から経験的に

明らかにできる両者の間の単純な関係を利用しよう。

　地球の表面付近の平均気濫の変化速度はある時問における温度丁と定常状態温度Trとの差に比例す

る，すなわち次式で表わされると考えよう。

　　　壽一・（・一・・）　　　　　　　　・細
ここでλは比例係数。

　初期聴聞における温度をT1とすると，（1α1）式から次式が求まる

　　　T－T，一（T一孚，）・・p（一λの　　　　　　　　　（10・2）

　λの値を近似的に評価するために，北半球と南半球の気候条件の相互作用を無視して，北半球での太

陽放射と温度の年変化データを利用しよう。

　長駆季（4～9月）に北半球の大気上面へ入射する太陽放射量の年平均入射量への比は1．29になるの

で，第7章で説明した温度変化と放射との聞の関係から，熱イナーシヤがない場合には上記のような

放射量の変化は約40℃という温度上昇をもたらすことがわかる。暖候季と年間の平均気温の差の観測値

は3．5℃である。t漏1／4年，　T一？1漏3．5℃，孚r－T1竺40℃なることを考えると，（1α2）式か

らλの値は近似的に0．婆／年になる。

　ここで求めたλの評価値を用いて，年平均で直達放射を10％減衰させたような火山爆発後における平

均温度の年変化を計算しよう。この場合，全天日射量の減衰は1．5％に，Trの低下は約2℃になるだろ

う。（10．2）式から，噴火後の温度変化は10分の数度になることがわかる。この値は爆発型の巨大噴火

後における温度偏差の年平均値とよく一致している。

　現在の気候変化への火山活動の影響に関する問題は，その他の多くの報告のなかでも研究されている。

　Karoi　G977），KarolとPivovarova（1978）は，遣達放射および地表付近の潟度の変動と成屡圏エ

アロゾル量の変化との関係を研究した。

　Karo　1の報告では，圭960～1973年問に高さ14～20　km内の成層圏オゾン量に関する南・北爾半球

での飛行機観測データを，北半球中緯度帯にあるいくつかの日射観測所で求めた直達太陽放射の偏差と

比較した。両者の間に密接な関係が見出された。これは気候変化に成層圏エアロゾルの質量の変動が決

定的影響を与えているという考えを実証している。この関係は，火山活動による成層圏エアロゾル質量

の変動の大気下層の濃度状態への影響を評価するのに利用された。えられた結果は，観測データから見

出した火山畷火後の温度変化に近かった。

　Karo　lとPivovarovaの報告では，成層圏エアロゾル量に関する高層観測資料を，多くの日射観測所

での薩達太陽放射の観測データから求めた大気の透明度の変動と比較している。この比較から，直達放

射の観測資料，とくに山や街から離れた観測所でのデータは大気透明度への巨大な火山忌火の影響を反

映していることがわかった。

　気候変動への火山噴火の影響を研究しながら，01iver　Q976）は火山活動による大気透明度変化の影

響を考えに入れて北半球の濃度変化を計算できるモデルを利用した。この報告のなかでなされた19世紀

末から1968年までの半球気温の細かい変化の計算から，このような手法で多くの変化の約70％が説明

できることがわかった。

　　Sa煕nとその協同研究者達（Po圭lack，孚oon　and　Sag蹴，三975；Poliackら，1976；Baldwinら
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1976）も上のような問題を研究している。彼らは大気の放射状態への火山臓火産物の影響を研究してい

る。観測データを参照にして，噴火産物は比較的に早く沈降する固体微粒子および硫黄酸化物と水とか

ら形成される硫酸微水滴（その寿命時悶は非常に長い）とを含んでいると考えられている。

　気候へのアグン火山の噴火の影響の研究のなかで，観測データから唾火蛾1カ月で成層圏下層は著し

く昇壊したことが倉石された。実施された計算からわかるように，これは火山起源の微粒子による長波

放射の吸収のためである。火山起源のエアロゾル内のより大きい粒子が議だ降下し切っていない火山噴

火直後には，対流圏内でも必至の温度上昇が見られる。その後，時閤の経過に伴ってこの効果は消失し，

対流圏ならびに成層圏内で冷却が進行する。地球一大気系のイナーシャを考慮して，臣大噴火後大気下

層の平均気温の低下は10分の数度になることがわかった。この結論は観測結果とよく一致している。

　上に説明した報告のなかで，しばしば《小氷期》とよばれている1500～エ900年の問に生じた長期に

わたる低温化の発達に火山活動の活発化の果たした役割に関する問題も研究されている。行われた計算

から。火山帝座は小氷期の発達に非常に重要な役割を果たしたことがわかった。

　Hanse塁ら（1978）は，1963年に生じたアグン火山の電火について同様な分析を行った。火山噴火後

の温度状態の変化に関して彼らが求めた定量的掲標は観測データとよく一致すると，彼らは結論してい

る。

　気候形成要因と北半球の平均気温との関係を経験的に分析しているMi圭esとG重lders三eeves（1977）

の研究は注目に価する。この研究で，ここ100年間の半球平均気温の変化は主として大気の火山による

汚れ指標の変動および二酸化炭素濃度の上昇に関係しているという結論がえられている。この二つの要

因を考慮すると，温度変化の65％を，そして第3の要因一極氷原の面積を計算に導入すると85％が説明

できる。

　Robock（1978）は同様な分析から，火山騒動度は北半球の平均鯉濃に著しく影響するが，太陽黒点数

で代表される太陽活動度はなんの影響を与えないと結論している。

　以．上説明した多くの資料から，現在の気候変化の原因について次のように結論できる。

　1930年代に最高に達した気候暖化は，対流圏内へ入射する太陽放射流束（気象学的太陽定数）を増大

させた成層圏透明度の増加に密接に関係していた。これは地表付近の全球平均気温の土昇をもたらした。

　各緯度帯および各季節における気濫変化は成層圏エアロゾルの光学密度ならびに極地方の海氷原境界

線の変化に関係していた。気候暖化によって生じた北極地方の海氷の後退は，北半球高緯度域の寒年季

の気温を一層ま：昇させた。

　これらの結論は，その結集が観測データとよく一致している大気の温度状態に関するモデルによる計

算結果でも確かめられている。

　20世紀前半に生じた成層圏透明度の変化が火山君津度の変化，とくに硫黄を含んだガスを含めての火

山砂火産物の成層圏内への侵入の変化に関係していたことはもっともらしい。

　このメカニズムは20世紀後半，とくにアグン火山喰火の影響による60年代半ばの気候変化に作用した。

　火山活動の他に，人類の経済活動，とくに大気中の二酸化炭素濃度．ヒ昇をもたらした人類の経済活動

は，20世紀の気候条件に著しい影響と及ぼした。

大気の化学組成の変化

　Arrhenius（1908）は増大し続ける炭化水素燃料の消費によって地球気候の著しい変化は避けられな

いという最初の結論を今世紀初めに発表した。彼は，経済活動によって生ずる：二酸化炭素ガスのすべて

を海洋は吸収し得ない，それゆえ大気中のCO2濃度の」二昇が起こると考えた。　Arrheniusの意見によ

ると，二酸化炭低濃度の倍増は下層大気の平均気温を4℃高める。彼の予想は最近の予想値（第7章参

照）と余り大きく違っていない。

　地質時代における温暖気候は大気中のCO2濃度が高いためで，現在の二酸化炭素濃度の上昇は地質

時代よりさらに濾暖な気候条件をもたらすというArrheniusの考えは，大変興味をそそる。光合成生産
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力を高めるのでCO2濃度の上昇は農作物の収量によい影響を与えると，　Aryheniusは考えた。

　その後，Cailendar（1938）は炭化水素燃料の燃焼による二酸化炭素量の増加のために、気候暖化の

方に気候が変化するという意見を提出した。Arrhe継usとCallendarの仕事は当時の科学レベルを大き

く追越していたので，地球気候の人為的変化の問題は当然の関心を集めなかった。

　各種燃料の燃焼のため大気中の二酸化炭素ガス量が著しく増大しうるという考えはCO2濃度の体系

的観測の始まるはるか以前に提出されたけれども，この問題は，国際地球観測年が組織された50年根出

期に開始され最初の観測資料が著積された60年代に入ってやっと解明された。

　これらの観測データから，二酸化炭素濃度は年々法則的に上昇しており，その上昇速度は非常な距離

はなれている観測点：ハワイ諸島，南極，その他；の問で間でほぼ等しいことがわかった。

340

薮　330
篇

画

δ

0
　　　32◎

310
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西　暦
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図相．9　大気中の二酸化炭素ガス濃度の現在の変化

1980

　Keeilingが処理したマウナ・ロア（ハワイ諸島）での観測から求めた年平均CO2濃度の変化が一

例として図10．9に示されている（CO2濃度増加の影響，1982）。図に見られるように，1958年から

1981年までの聞に二酸化炭素ガスの濃度は約7％上昇した。この期間の後半におけるCO2濃度上昇

の速度が前半より大きいことは注目に価する。

　第7章のデータを利用すると，地質時代および現在における二酸化炭素質量の変化速度を比較できる。

　この比較から，第三紀における二酸化炭素ガス濃度の低下速度は，現在のCO2質量の増加速度の1

万倍以下であったことがわかる。

　現在生じている大気中の二酸化炭素ガス質量の急激な変化が人為要因に関係しているのは明白である。

最近では，石英，石油およびその他の可燃物質の燃焼によって約5×三〇15gの炭素に相当するCO2が

毎年大気中に供給されている。このなかのごく僅かな追贈（約2％）はセメント生産時に形成される二

酸化炭素ガスである。二酸化炭素ガスの生産速度（燃料の消費速度に相当する）はここ数十年間年率4

～5％で増加してきた。
　地球上のバイオマス量の減少も大気中の二酸化炭素ガスの収支に当然明自な影響を与えている。残念

なことに，このCO2供給源に関する現在のデータは化石燃料のそれにくらべて非常に精度が低い。

　Bolin（1977）の計算によると，5×10㌦／年の炭素に相当する燃料消費による二酸化炭素ガスの
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量は大気中のCO2含量の増加（約2．5×王015g／年）と海洋水への溶解（約1．5×101ヤ／年）に使

われている。約1×1015g／年の炭素量の残りの部分の使用の途は十分明らかでない。この炭素量は大

陸の植物によって吸収・同化されているものと思われる。二酸化炭素ガスの現在のバランスに関する多

くのその他の研究でも，燃料の消費で生じた二酸化炭素ガスの約半分は大気中に止まっているという観

点が支持されている。

　多くの報告のなかで，海洋による余分な二酸化二三ガスの吸収の法則性が研究されている。そのなか

で，海洋によるCO2の吸収速度は，大気から海洋内へのCO2の拡散が割合に緩やかなために，非常に

制限されているということが明らかにされている。

　海洋上層，すなわち混合古刀の二酸化炭素ガス量は，海洋内の全CO2質量の3～4％である。現在の

CO2吸収メカニズムでは，混合海洋層の水は二酸化炭素ガスによってほとんど飽和状態にあるので，海

洋表層内のCO2量を大引に増すのは不可能である。海洋深層は莫大な量のCO2を吸収できるが，大

気から海洋深層へ二酸化炭素ガスを輸送する可能性は極めて低い。混合層とより深い層との間の水の拡

散・交換の速度は1年聞に層内の全水量の2～8％が交換する程度である。拡散交換のほかに，高緯度

域での冷水の沈降に関係している海洋水の循環は，余潤CO2の海洋内への吸収に薯しい影響を及ぼし

ている。この過程の作用のために，海洋は二酸化炭素ガスのかなりの量を吸収できるが，この吸収速度

は大気中で現在生じているCO2量の急激な上昇を防止するのには不十分である。

　大気と岩石圏の間での自然的ガス交換によるCO2の供給速度と現在人為的に生じている大気中への

CO2の供給速度とを比較しよう。さきに説明したデータから，　CO2の入為的な供給速度は自然交換

によるCO2供給速度の大体王00倍であることがわかる。このような違いは，地質時代にくらべて現在

の二酸化炭素ガス濃度の変化速度がいかに大きいかを説明するのに役立っ。

　上で述べたように，他の観測資料とよく一致しているマウナ・ロア火山での観測データによると，二

酸化炭索ガス濃度は1958年から1981年の間に7％上昇した。燃料の消費とセメント生産によってこの

期閲に作り出された二酸化炭素ガス量は，1860年から1981年までの心高に生産された量の約半分に相

当する。この事実を考慮すると，1860年から1981年までの間に二酸化炭素ガスの濃度は1860年の値か

ら大体15％上昇したと考えられる。

　外挿法を澗用すると，近未来時の大気中の二酸化炭素ガスの可能値を評価できる。Baesら（1976）は

このような計算を行っている。それらの計算では，旧聞の経済二二によって生ずるCO2量は毎年4．3％増

大し，その半分が大気中に滞溜すると考えられた。この計算から表1α2が作られた。

表10．2　二酸化炭素濃度の変化

1974 2000 2025

年問CO，発生（1015gCO，）

bO2濃度　　　　　（％）

Z度上昇・ム饗兜楚劣％）

　5
ｿ033

@エ2

　14

O，038

@29

　42

O，053

@81

　Baesらは，次の50年間を通じて燃料消費の増加テンポがここ10年間のレベルに維持されるという仮

定は実際のエネルギー消費からみて上限であると述べている。それと同時に，海洋によって吸収さ

れる人為的二酸化炭素ガスの割合が将来滅少し，それに森林面積の縮少に基づく項が加わってくると予

想される。これらの要因は燃料消費の増加速度の過大評価にむすびついている計算誤差を相殺するもの

と思われる。

　ここにあげた報告のなかで，環在の燃料消費増加速度のテンポが保持された場合，醒暦2025年までに
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どれ位の燃料が消費されるかが評価されている。1860～2025年までの期間の燃料消費量は炭素にして

1バ8gに近くなり，これは現在知られている埋蔵化石燃料の約1／7になる。

　ここ数年，CO2循環に影響するCO2の主な吸・湧源ならびにバッファーメカニズムを考えに入れて，

大気中の二酸化炭素ガス質：量の当面する変化を計算するために詳細な数値モデルが研究されている。

　このようなモデルの作成は，大気中の二酸化炭素ガス質量の変化過程の法則性をよりょく理解するた

めに重要である。近未来における二酸化炭素ガスのもっともらしい濃度を評価するのに，どの程慶詳細

なモデルが必要であるかは余り明らかでない。このような評価は燃料消費レベルの予想ならびにある時

点でのバイオマスの予想変化に関する前提に基づいている。このような前提は当然近似的であるので，

その確率誤差は予測期間が長くなると当然急激に大きくなってくる。

　将来，エネルギー使用増大の予測法が改善されると，二酸化炭素ガスの収支計算の精度への要求は高

まってくると思われるが，現在ではそれはまだかなり限られている。

　大気中の二酸化炭素ガスの収支に関する現在までの研究の多くは外国の研究者によってなされたが，

最近ではソ連でなされた研究も大r隔に増えてきた。この問題に関する最初の研究の一つをK：obak（1964）

が発表している。B加tnerら（三981），τuruchinovich（1983）およびその他の研究者達は二酸化炭素ガ

スの収支に対する人為的要因の影響を研究している。

　圭981年にレニングラードでなされた気候への大気中の二酸化炭素ガスの影響の研究に関するソ連一ア

メリカ合同会議の結論は，大気化学組成の当面する変化の評価にとって：重要な意義をもっている。

　この会議の報告書（二酸化炭素ガスの増加の影響……，1982）に，大気中のCO2量の体系的観測期

間（1958～エ980年）を通じて，CO2濃度は22　pp凱上昇し，340　ppmに達しようとしていると指摘さ

れている。この期間における二酸化炭素ガスの工業的放出は大気容積の39卿mに達した。炭素循環の

研究から，入為的起源のCO2の残りの部分（17　ppm）は海洋によって吸収され，有機炭素の収支にお

ける生物界の役割は重要でないことがわかった。19撮紀になされた直接観測データの解析および二酸化

炭素ガスの収支の計算から，工業化以前のCO2濃度は290　pprnであったという結論がえられている。

したがって，1980年までにCO2濃度は約50　pp盈上昇した。最近20年間のエネルギー消費テンポが20

世紀末期まで維持されると，CO2濃度は玉990年には大体360　pp斑に，2000年には390～400　ppmに

達する。

　より最近の報告に示されている工業化以前の時代のCO2濃度の値は一般に上にあげた値より低いこ

とを法意しておこう。これは，ここ100年聞に大気中の二酸化炭索ガス濃度がより大幅に上昇したこと

を意味している。

　21世紀のCO2濃度の変化を評価するには，多くの国で多くの研究者が最近研究しているエネルギー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費に関するシナリオが利用できる。これらのシナ1，オとしては，LegasovとK：uzm沁（1981），Rotty．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（1979）およびH：afde（1979）の報告に示されている計算がある。　Le餓sovとKuzminの報告には，工

業生産活動による予想CO2放出量の上・下限が示されている。かれらの予想値の圭限はRoも雛の結菓

に，下限はHafeleの予想値に近かった。

　これらすべてのシナリオでは，1945年から1972年までの期間には，エネルギー消費の増加の平均速

度は年率4．3％で，その後の50～70年聞は減少し，多分平均して年率2．5％より若干低いだろうと考え

られている。工業生産活動による大気中へのCO2放出量の当面の変化が図10．10に示されている。この

図上で，曲線1aと1bはしe飴sovとKuzminのデータに，2はRo枕yの結果に，そして曲線3はHa－

feleの計算結果に対応している。四つの異なるシナリオはお互いによく一致している。

　エネルギー字肖費増加の全シナリオならびにそれぞれの炭素徳環モデルを用いて求めた西暦2060年の

CO2濃度の平均値は700　ppmに近かった。したがって，　CO2濃度は21世紀半ばには工業化以前の時

代にくらべて2倍になるだろう。

　以上の計算からも，もしも現在知られている埋蔵炭素燃料のすべてを利用すると，CO2濃度は工i業化

一249一



3200

覧、、。。

×

バ

色16。。

響

9　…

0

ユ980 2020 2060 2100

西　潜

　図16．帽．人為的起源によるCO2の大気中への

　　　　　　放出量の変化

1・，b－L・解・・v・K・∠mi・のシナリオ，2－R。ttyのデータ，

3－Hafe圭eのデータ

以前の値の6～エ0倍，すなわち0．2～0，3％に達することがわかった。第7章で指摘したように，この

ように高いCO2濃度が三生代の大部分を通じて存在していた。したがって，未来の大気は1億年の長き

にわたって存在していた大気に似てくる。そのような高いCO2濃度がどの程度ながく維持されうるかと

いう問題は十分明らかにされていない。いずれにせよ，このように高いCO2濃度の維持される期間の長

さは数百年以上になるだろう。

　二酸化炭素ガスの他に，現在の大気中には多くのガスが含まれている。それらの含量は大気全体の容

積のごくわずかな部分にすぎないが（《僅少混合物》），気候に対して一定の影響を及ぼしているもの

と思われる。これらの混合物の一部は完全に人為起源であり，あるものはわずかではあるが，工業化以

前も大気中に含まれていた。僅少混合物としては，フレオン（クロロフルオロメタン），窒素酸化物，

メタンおよびその他の若干のガスがある。気候への僅少混合物の濃度増加の影響は二酸化炭素ガスの影

響に似ている。通常，僅少混合物の濃度増加は温室効果の強化，すなわち暖化側への気候変化をひき起

こす。

現在の気候変化の人為的要因

　上に指摘したように，大気透明度の変動と並んで，大気中の二酸化炭素ガス量の増加は現在の気候変

化に著しく，そして増大し続ける影響を及ぼしている。

　図10，11に，北半球の地面付近の平均気温の5年移動平均（曲線2）の変化と二酸化炭素ガス量の増

加の影響を考えて求めたこの温度の変化（曲線3）とが示されている。この計算は，CO2濃度の倍増は

地表付近の平均温度を3℃上昇させる’という仮定を利用してなされている。この他に，二酸化炭素濃度

と温度上昇との間の非線型関係が考慮されている。

　この図から，実際の温度変化は計算結果から違っているけれども，観測データは左から右へと傾向的

な温度土昇の存在を実証していることがわかる。とくに，1920年までは1回も温度は全期間平均に達し
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　図1e．質　北半球の直達放射と平均気温の経年変化

1一直達放射，2一気温，3一二酸化炭素ガスの増加による温度変化

なかったけれども，後半になると例外的な相対的に短い期間を除いて平均値以上であった。曲線2と曲

線3との不一致の原困は明らかで，その差は気濃への大気透明度の変勤の影響として説明できる。土に

脂摩したように，大気透明度が低下すると気濫は降下し，透明度が増すと気温は上昇する。この法則性

は，大気透明度を特徴づけている多くの日射観測所のデータから求めた完全晴天日の太陽放射量の相対

偏差（曲線1）と気温の経年変化（曲線2）との比較からも確認できるQ

　図からわかるように，二酸化炭素ガスの濃度の増加によって19世紀末期より地表近くの平均気温は約

0．5℃高くなったと思われる。この上昇度は小さくもないけれども，それは大気透明度の変化とむすび

ついている気候の短周期変動によってかな噸現在のところ隠されている。

　園10、11のデータから，測器観測期間を通じて北半球の平均気潟の5年間平均はCO2量の増加および

大気透明度の変動に関係していたと結論できる。大気透明度の変動の影響を評価するために，図上には

Pivovarova（エ977）のデータを爾いて完全晴天日の直達日射量の偏差（曲線1）が示されている。偏差

値は5年間移動平均として示されている。

　曲線1と2の比較は大変興床がある。それらの問の違いは，研究対象期聞の大部分を通じてみられる

温度の上昇傾向である。このような傾向は直達放射の経年変化には見られない。すなわち，安定した平

均値の両側に変動しているのが特徴である。ここ10年間を通じて，放射は若干低下している。

　このような違いはあるが，直達放射と潟度の経年変化の主要特徴は著しく似ている。曲線1の主なピ

ークと谷は繭線2の同様な変化によく対応しており，しかも温度変化は放射の変化に対して一般に落干

遅れ，そしてより複雑な特徴をもっている。

　1920年代に始まった長期間の気候暖化と放射変動との関係は特別に注目する必要がある。　1914一・

1915年の間に直達放射が急激に増加した。その後，長い期間にわたって，放射の正の偏差が続いた。

放射の増加に対応する気温の上昇は1918～1922年の間に生じた。193三～1934年にわたるその後の放

射増大のあと，1935～1938年に気温上昇が生じた。1953年の放射の最低は1956～1957年における温

度の最低をもたらした。1959年の放射の最高は1960年における温度の最高を伴っていた。1966年の放射

の最低のあと，1967年に気温は最低になった。したがって，放射の著しい増加および減少は，一般に気

温の変動を伴っていた。しかし，それは1年から5年まで時間遅れをもって生じた（最も多いのは3年

遅れで）。

　観測資料は，対流圏内への放射流束の変化は主として成層圏内のエアロゾル質量に関係していること
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を示している・成膿内のエア・ゾル量1ま・水紡向の交換が強いので，それぞれの半球内で腔隔

に余嵯のないことが騨げ一タカ・ら知られている．それゆえ減羅の平均翻度条件を決定するに

は，余り多くない観測地点の日射観測データ（またはエアロゾル濃度の観測データ）で十分である。

上にあげ儲関係を利用すると粛温への大気黒眼変動に酸化炭勲ス灘の変化の鞠を研
究できる。

　一般に，曲線2と曲線3によって示されている温度偏差間の差の符号は，直達放射の偏差の符号と一

致している。これは北半球の下層平均温度の短周期変動へ放射変動が明らかに影響していることを示し

ている。

放舩動にもとづ幅臨差値と放射偏差f直との比較は大変難がある．図・・．・1のデータから激

射偏差への放射変化にもとつく温度偏差の比は，それぞれの偏差の符号の維持される期間の長さの増加

につれて，大きくなるということができる。最も長い正の放射偏差が生じた時（1920～1945年）には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り偏差平均値は＋13％にな・た・大気光学の式による講から，これは約0．2％の日射量の増加に鞘

する（Budyko，1971）。いま対象としている期間において，大気透明度の変動に基づく温度偏差（図上

の曲線2と3の値の差の平均値）は＋0，2娃℃になる。上記の二つの量の比（」T1への第2の量の比）は

馬射：量の1％変化あたり1．2℃になる。

　温度状態への二酸化炭素ガス濃度の増加の影響を無視して前に求めた同様な比と上の比がよく一致し

ているのは注目に価する。先に引用した値は1．1℃／％であった（Budyko，1969）。

　図1α11のデータから，時間間隔が短くなるといま研究している比の値は上にあげた値より小さくな

ると結論できる。これは地球一大気系の熱イナーシャの影響を考えると説明できる。

　さきに引用した（10．2）式は上の法則性を定量的に研究するのに利用できる。この関係式ならびに上

に引用したCO　2濃度と地球平均気温との関係を利用すると，北半球の平均気温の経年変化を計算できる

（B這醇ko，1977　a）。この場合，4T1＝1．5℃，直達放射の偏差への巳射の偏差の比は1／6，え＝

0ほ／年（多くの経験から知られているように，対象期間の長さが増すと，λの値は大きくなる）が考

慮された。

　この方法による気温偏差変動の計算を毎年行った。最初の年のT1としては観測値を用いて計算し，

次の年の計算には前の年のために見出したTの値を用いた。

　計算結果が曲線2として図10．12に示されている。曲線2と観測資料（曲線1）との比較は，両者が

よく似ていることを証明している。この図上のデータから，それぞれの値の間の相関係数はα73．になる

ことがわかる。

　この計算に用いた資料の近似性ならびに用いた数値モデルの近似度を考えると，この相関係数は十分

高いと認めなければならない。
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図10．糧　北半球の平均気温の偏差

　1一観測データ，2一計算結果
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　この解析からの第ヱの結論は，北半球の5年平均気潟はかなり決定論的で，偶然的原因には余り関係

していないということである。温度変化へ影響する困子を考慮すると，十分高い精度で気候変化理論の

一単純モデルから温度の経年変化を計算できる。このようにすると，過去の気候変化を計算するだけでな

く，朱来の気候変化の予測も可能になってくる。

上に研究した資料からの第2の結論は，ここ100年間の北半球の平均気温に二酸化炭素ガス濃度の上

昇が大きな影響を与えたということである。この影響は，上に指摘したように，1920年までの期聞にお

ける気温の5年闘平均のすべてが全期間平均値より低く，1920年以降の期間におしては全期聞平均値よ

り高いということに明白に現われている。

　現在の気候へのCO2濃鹿上昇の影響を見出す問題は，あとで詳細に研究する予定である。

　現在の脂球気候条件へのその他の人為要薦の作用は，かなり限られていて小さい。これらの要因のな

かで，人類の各種の生産活動によって発生する熱エネルギーは注目する必要がある。このエネルギーは

大気と地表面を追加加熱する。

　著者（Budyk。，1962ほか）は，人類の経済港動によって生ずる熱量を評価した。地球全体の単位表

面に換算すると，この：量はわずかで約0．01W／h2にすぎない。工業のよく発達した地域では，この熱

量は2桁も大きくなり。100㎞2や1000k㎡の地域では2～3W／m2に達する。大都市域（エOk㎡）では

入工熱：量はさらに2～3桁も大きくなり，10～100W／m2になる。

　このような追加生産熱量が地球の平均温度にどのような影響するかは計算できる。

　上に指摘したように，太陽から地球へ入射するエネルギー流束が1％変化すると，地球の表面近くの

平均温度は1．5℃変化する。人類の活動による熱生産量は地球一大気系の吸収する全放射量の約0．006

％になることを考えると，この熱流変化に相当する平均気温の上昇は約0．01℃になる。この値はとる

に足らないけれども、人類の作り出す熱源が特定地区に極めて不均一に分罪している場合には，この温

度圭昇は著しい大きさになり得る。

　さきにあげた著者の報皆（Budyko，1962　a）で，大気大循環が存在しない条件では，非常に発達し

た工業地域では温度は℃のオーダで土昇することが，大きな街では10℃も温度の上昇することが起こり

得ることを指摘した。エ0℃も潟度が上昇すると生命の存在は恐らく不可能になるだろう。このような温

度上昇は大気大循環があると著しく小さくなる。そして，大気大循環による温度一と昇の低下は，熱エネ

ルギーの発生の集中している面積が小さくなればなるほど著しくなる。

　Sagan，Toon　a磁Po三玉ack（1979）1ま植生に入為的に働きかけた時に平均気温が変化するかどうかを

研究している。その報告のなかで，いろいろな形の入間活動の植生への影響が列挙され，植生の変化に

よって生ずる全球アルベドと地表付近の平均気温の変化が評価されている。彼らの意晃によると，人間

によるサバンナの破壊そしてそれの砂漢への変化が最も重大である（過去数千年間に9×106㎞2の土

地が砂漠になり，このために地表藤のアルベドは0．19増加した）。同様に熱帯森林の伐採も大きな意義

をもっている（7×106㎞2が伐採され，このため0．09地表アルベドは増加した）。これらの人間活動

を通じて，地球一大気系の全球アルベドは0．006上昇した。このため，地球の平均気温は当然約1℃低

下した。

　彼らの研究では，最近の25年間に上のような原因で地球一大気系のアルベドは0．001上昇し，その結

果平均気温が0．2℃低下したと考えられている。

　その報告の著者らは，彼らの見出した温度変化は小氷期に生じた寒冷化，ならびに今世紀の30～60年

代に生じた気温低下を説明できると考えている。

　彼らの報告に示されている気温変化の評価は若干過大評価（アルベドの実際の変化は，多分計算に用

いた値より小さかった）されているが，報告に示されている温度状態へのアルベドの変化の影響は多分

生じたと考えられる。しかしながら，上に述べたように森林の破壊は多量の二酸化炭素ガスの放出を伴

っているので，森林破壊は平均気温の上昇をもたらしたと考えなければならない。このような作用のた
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めに，アルベドの変化への植生の破壊の影響は大凶に相殺されたと思われる。

　著者（Budyko，1971）は乾燥地域の灌瀧の全球アルベドへの影響を研究した。この報告で，地球の

表面付近の平均気温に対する現存する戯言システムの影響を計算した。乾いた地域に灌概を施すと，地

表面のアルベドは約0．工0低下する。地表面のアルベドと地球一大気系のアルベドとの関係（第3章参

照）を考慮すると，雲量が少い場合にこの程度地表面のアルベドが減少すると，地球一大気系のアルベ

ドはα07低下する。

　現存する灌概地域の広さは約2×106茎くm2で，地球の全表面の大体0．4％になる。したがって，灌瀧は

約0．0003だけ地球のアルベドを低めている。第3章で述べたように，0．01地球のアルベドが変化する

と，地球滋藤近くの平均気温は2．3℃変化する。この値を考慮すると。灌瀧は地球表面近くの平均気温

を約0。07℃上昇させていることがわかる。この程度の温度変化はあまり大きくないけれども，灌概面

積がさらに広くなると，これは一定の役割を果たすようになるだろう。

　淫心とならんで，貯zk池の建設も地表付近の平均温度に若干影響を与えうる。

　植生のある地域に貯水池を建設すると地表面のアルベドの平均値は，砂漠地帯に灌漉を施した時とほ

ぼ同じ位低下する。しかしながら，臣大な人工貯水池は多少とも雲量の多い地域に作られるので，この

ような時には地球一大気系のアルベドの変化は，雲量の少い灌観地域上よりは少い。それ以外に，人工

貯水池の全面積は灌概耕地の全面積より著しく小さいので，地球の表面付近の平均気温に対する人工貯

水池建設の影響は余り大きくない。

　森林地域や草原地帯が建築物やアスファルト道路などに覆われてしまう都帯化も，気候条件に対して

若干の影響を与える。SagaR，τoo轟そしてPollack（1979）は都市化の影響を評価している。彼らの

報告では，都市化はエ×106㎞2に広がっていて，アルベドが0．17から0．15まで滅少していると仮定

されている。これによる全球アルベドの減少は2×10－5になり，このための地表付近の平均気温の上昇

は0、005℃ほどで，ごくわずかである。

人為的気候変化の検出

　わが惑星一地球の気候に対する人為的要因の作用が急増しているという見方の正しさを証明するには，

人類の経済活動の現在の世界気候への影響を実証するデータが必要であるので，人為的気候変化の検出

に関する問題は非常に重要である。

　Ca1王e賊ar（1938ほか）は気候の人為的変化の検出に関する最初の試みを行った。この報告のなかで，

彼は二酸化炭素ガスの濃度．上昇の影響による平均気温の変化を研究した。これらのなかで，Ca正1endar

は次に述べるようないくつかの理由で気候への二酸化炭素ガスの影響を十分検出できなかった。すなわ

ち，a）その当時，大気申のCO2濃度に関する十分正確で系統的なデータがなかったこと，　b）1938

年までのCO2濃度の上昇は現在までに生じたCO2濃度上昇にくらべて非常に小さかったこと，　c）世界

気候の自然的変化を支配する主な要因一彼れが研究のなかで無視した大気透明度の不安定性一に関する

情報をCanenぬrが持っていなかったためである。あとで説明するように，第3番目の理由だけでも人

為的気候変化の検出問題の解決を非常に臨難にするのに十分である。

　撮界的気候変化に関する最近の研究では，現存する気象観測所の大部分が分布している北半球温度の

経年変化に関するデータが利用されている。最近，ソ連（Vin甫kovら，1980），アメリカ（HanseHら，

19雛）およびイギリス（Jonesら，1982）で，北半球の地表付近の年平均気温の100年間の時系列が独

立して作られた。

　これらのデータの解析から，100年間を平均して北半球の地表近くの気温は，約0．5℃／100年の平

均速度で上昇しながら，±：0．5℃の範囲内に変動したことがわかった。そして，年平均値の分散の30％

以上は上記のような直線的上昇傾向にむすびついていることがわかった。ここ100年間で最も高い年平

均気温が1981年に観測された（C員m批emoniもor，1981）。

　1977～1983年にかけて，現在の気候変化へのCO2濃度上昇の影響の検出の可能性を研究している多
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くの報告が，国立水文学研究所の研究者達によって発表された（B疑dyko．1977　b，1977　c，エ980；

Vまanikov，　GroismaR，198玉，1982；Budyko，Vinn敷ov，1983）。　これらの研究は，次のような

基本的状況にもとづいている。

　平均気温の異常（偏差）は次の三つの成分：1一気候変化の自然的要因の影響，2一普通に気候的雑

音とよばれるものの影響（実際には，この成分は大気大循環の偶然的変動による気温変化，データ解析

に利用する評価の誤差ならびに計算のなかでは考慮されていない気候の変化をひき起こす自然的要因に

よる異常な変化の総和であるので，気候的雑音という呼び方は条件づきである），3一人為的要因の影

響：の和と考えることができる。人為的要因の影響は平均温度の変化に関する観測データを解析すると

当然発晃できる。

　大気中のエアロゾル濃度の変化によって生ずる大気透明度の変動は，現在の理論的および実験的研究

のなかで，その作用のよく解明されている世界気候の自然的変化を支配する唯一の要因である。平均気

温へのこの要因の影響の計算は特別にむずかしくはないけれども，この計算はできるだけ高い精度で行

う必要がある。活動している日射観測所のデータから求めた大気透明度の変動に関する資料を利用する

と，この計算の精度は最も高くなる。これらのデータの利用は，地球全体および北半球の対流圏内のエ

アロゾル量はここ100年の間の余り変化しなかった，それゆえ大気透明度の変動は成層圏内のエアロゾ

ル量の不安定さに主として関係していることを仮定している。

　平均気温の変化に対する二酸化炭素ガスの影響を評価するには，二つの指標を利用できる。その第1

は，CO2濃度の上昇影響下におけるここ100年間（または，それより少し短い期間）における平均気温

の上昇量である。第2の捲標は第1の規範から発見できるCO2が2倍になった時の気温上昇量である。

この二つの温度上昇量は気温の観測データに関しては無関係な資料からよく知られている。第7章で指

摘したように，第2の」二面値は3℃になる。ここ100年間のCO2濃度は17％であることを考え，そして

CO2量と気温上昇度との閤の対数関係を利用すると，第1の上昇値：は0．6℃になる。

　気温の観測資料からこれらの二つの上昇値に決定するには，二つの：方法が利用できる。その第1は，

もしも温度異常値が大気透明度がよく似た条件でえられているならば，または温度異常への透明度変動

の影響がそれぞれの補正の導入によって考慮されるならば，CO2レベルの違う条件下でえた温度異常値

の差を計算するやり方である。この方法を用いると，さきに説明した《雑音》レベルよりこの異常値が

十発大きい場合には，CO2ガスの影響によって生ずる温度異常を検出できる。

　気温の経年変化のデータから求めた気候へのCO2影響の指標と気候理論のモデルを用いて計算法で求

めたそれとを比較するにあたっては，モデルからの値は定常条件に関係しており，前者は温度上昇プロ

セスの非定常性のために若干変化していることを：考えなければならない。地球一大応訴の熱イナーシ

ャに関する実験的研究結果を利用すると，上にあげた温度異常への非定常性の影響を評価できる。これ

らの研究で，数十年のインターバルでは外部気候形成要因によって生ずる北半球の温度異常は，熱イ

ナーシャの影響のために20％に減衰することが知られている（B登dyko、1977）。この値は気候システ

ムの熱イナーシャへの海洋水体の影響の理論的評価（Schneider，and　Thompso馬　1981；Biutn磯

1983）と一致している。

　これらのことを考慮すると，ここ100年間のCO2濃度上昇による温度の上昇は0．5℃になる。

　次の方法は，そのなかに逸出長波放射とCO2濃度との関係を含んでいる非定常条件のための地球一大

気系のエネルギー収支式の利用に基礎をおいている。長波放射とCO2との関係のなかのパラメータは，

地表近くの平均気温の変化の観測データから求める。このアプローチを利用すると，気候変化の舷々の

要因の：重要性に関する仮説を検討できる。

　上にあげたような研究結果を説明しよう。著者（Budyko，1977　e）は1881～1890と1961～1970

年の二つの期間における平均品濃の異常を比較することで，CO2濃度上昇による北半球平均気温の上昇

を決定できることを指摘した。日射観測データから，この二つの期間の大気の平均透明度が著しく低下
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しても，それらの値が大きく違っていなければ，この闘に生じたα5℃の丁度上昇は人為的要因による

ことがわかった。観測からえた温度上昇値と生じたCO2濃度上昇を考えて気候理論式から計算した温度

上昇値とがほとんど正確に一致することは，上のような考えの正しいことを証明している。

　二二の別の報告（Budyko，1977　b）で，気候システムの熱イナーシャの温度への影響を考慮して、

大気透明度の変動およびCO2濃度上昇に関する資料から，さきにあげ2期間の第1期間について温度の

経年変化を計算した。

　そのあと，この計算結果を用いてパラメータ4Tcを計算し，3．3℃をえた（翫dyko，1980）。この

値はこのパラメータの理論的評価とよく一致している。

　V圭nnikovとGroisman（1981，1982）は，大気中でのCO2含量の増加による北半球平均気温の変化を

明らかにしている。この目的のために，気候システムの熱イナーシャ，大気透明度の変化にもとつく

アルベド変化，逸出長波放射への大気中のCO2濃度の影響およびアルベドと温度間のフィードバック関

係を考慮した地球のエネルギー収支に関する非定常モデルが利用されている。

　このモデルからパラメータ4Tcの値として2．1～4，2℃がえられ（表10．3参照），これは理論値に

近かった。これらの結果の解析から，大気中のCO2含量の人為的上昇は，188Q年代半ばより0．婆～0．6

℃北半球の地表近くの年平均温度をこの間に上昇させたことがわかった。いま研究している期間の門々

の部分における気候暖化は，大気透明度の変動に応じて強化されたり弱められたりした。平均気温の変

化へのCO2濃度上昇の影響はないという考えは，99％以上の確率で棄却できる。

表10．ろ　北半球の年平均気温の3時系列と大気透明度の2系列

　　　　にもとづいて求めたパラメータ4Te℃

（1－Vi職nikov　and　Groisman（1980），2－1｛a澱senら（1981），

　3－Jonesら（1982）；A－Pivovarova（1977）；B－Bryson

　and　Goodm鋤（1980））

1 2 3

AB 3．1

Q．1

3．7

Q．7

4．2

Q．8

以上説明した研究報告の結果を総合すると，十分高い確度をもって，現在の全球気候は人為的に変化

していると結論できる。

　Miles　and　Gildersleevs（1977）。　Hansenら（1981）および若干の他の研究者も，同様な結論のえ

ていることを指摘しておこう。

10．2　生物圏の当面する変化

近未来の気候条件

　19世紀および20世紀前半を通じて急激に強化されてきた生物圏への人聞活動の影響は，20世紀半ばに

始まった科学一技術：革命に入ってさらに一層増大してきた。

　現在の生物圏の状態変化はほとんど完全に人為的要因にもとづいている。上に指摘したように，生物

圏の変化はごく最近まで，生物圏の各成分への人類の経済活動から引き起こされる多様な局地的変化の

総和から主としてなっていた。現在，このような局地的変化に地球気候への人類の作用に基づく野球酌

変化が加わってきている。現在すでにかなり顕著になっている全町的な生物圏の変化は，近い未来にお

いては当然著しく加速・強化されるだろう。

　今後10年間の気候条件に関する問題を研究すると，近未来の気候変化は主として大気中のCO2濃度の

一256一



人為的増加に関係していると結論できる。第7章で説明したデータによる・と，今後数十年の問に生じう

ると思われるCO2濃度の倍増（工業化以前の値の）は接地気層の平均気温を約3℃上昇させるだろう。

　ここ数十年間にかくも大きい温度状態の変化をもたらすような変化要因は，自然的にも人為的にも他

には存在しない。

　図10．13上に人為的要因の影響による地表付近の平均気温の予想変化に関する計算結果が示されてい

る。この計算は70年代初めになされた（Budyko，1972）。

　この鴎からわかるように，20世紀末期および2雌紀前半においては，CO2濃度の上昇が気候変化に対

して主たる影響を与え，2圭世紀の半ばには2℃に及ぶ気候暖化をもたらすことが予想された。2エ世紀後

半には，地球表面への熱供給を増大させるエネルギー全生産の増加のために，気候暖化はさらに強化さ

れる。この計算結果を発表した報告に気候暖化が発達した場合には子午線方向の濃度勾配は減少し，こ

のため中緯度地帯の大陸上の水分状態が悪化するという見解が示されている。

3
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図狛。狢　地表付近の平均気温の予想変化の推測（Budyko，1972）

　　　　　　1一平均気温の経年変化（実際）

　　　　　　2一エネルギー生産の増加による温度変化

　　　　　　3－CO2濃度の上昇による温度変化

　最初の報告のあと数年後に行った予想気候変化に関する計算結果が図エα14に示されている（Bud－

yko，Vi㎜敷ov，1976）。　この予想は西暦2000年までの期間についてなされている。70年末期および

80年代の初めに，温度変化の予想に関するいくつかの計算が個人（KeHog，1977，1…η8；Flohn　lg77

他），専門家集団（Energy　a認Climate，1977；Budykoら，1978；Budykoら1981他），および

国際的年三によってさらに発表された。国際組織の発表例としてはレニングラードで1981年6月に開か

れたソビエトーアメリカ専門家会議報告がある。

　これらの予想のなかのいくつかは，今後100年間のある期間内における気温，降水量，その他の気候

要素の分；布図として発表された（Budykoら，1978）。ソビエトーアメリカ総門家会議の報告書（二酸

化炭素の増加の影響……，1982）には未来の気候条件を表わす次のような表が示されている。
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図壌0．14　平均気温の変化の予想（Budykoら，1976）

　　T－95年間（1881～エ975）の平均気温からの北半球

　　　　気温の予想変化（西暦2000年まで）

　？1，T2一予想気温変化の下限と上限

　A一　観測データによる気温変化

表｛0．4　地表付近の全球平均気温の変化（4丁℃）

年 2000 2025 2050
4T 1～2 2～3 3～5

　パラメータ」Tc（CO2濃度2倍時の渥度上昇）を2．5℃と仮定して，大気中のCO2濃度の予想変化

の最も確実な予測に基づいて求めた予想温度変化の評簸が，表10．4に示されている。計算では，地球一

大気系の熱イナーシャの気候変化への影響ならびに人類の経済活動に関係している微小ダストの濃度

上昇の熱交換への作用が考慮されている。温度変化の下限は，熱イナーシャの影響を最大に評価し，

微小ダストがCO2濃度上昇による温度上昇を30％に押えた場合に対応している。一方，上限の温度変化

は熱イナーシャの影響を最小に見積り，微小ダストがCO2上昇による温度上異を当初の60％に拝えた

場合に対応している。

　気候暖化が低緯度帯よりも中緯度とくに高緯度において非常に強くなるのは疑いない。上に説明し

た報告書には，全野平均温度の上昇が3℃の時の各緯度での予想温度土昇値：が示されている。これらの

値はこつの独立した方法一大気大循環モデルと古気候モデルによって求めた（表10．5）。

　同一報告書に含まれている大陸上の各緯度での降水量変化の評価が表10．6に示されている。

　近未来における極地方の海氷の状態に関する問題は重要な意義をもっている。高緯度地方の温度が上

昇すると，海氷原の面積は当然縮少し，その厚さも当然薄くなる。氷原に覆われている海洋面のアルベ

ドは自由水颪のそれより著しく大きいので，海氷原は空気の温度状態に影響する。それゆえ，氷原面積

の拡大は高緯度地帯の地球一大気系の吸収する太陽放射量を減少させ，気温の低下を促進する。
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表10．5　全球平均気温が3℃上昇した際の接地気温の

　　　　緯度平均値の変化（℃）

北　　　　緯　　　　度

0－10 10－20 20－30 30－40 40喝0 50－60 60－70 70－80 80－90

大気大循環モデル
撃lan包be

vether乱ld，1980）

1．7 2．0 2．5 3．1 3．8 4．3 5．2 6．8 7．6

古気候データ 1．2 L4 1．6 2．喋 4．0 4．6 6．8 7．9 9．5

表1e．6　全球平均気温が3℃上昇した際の大陸上の年閲

　　　　降水量の緯度平均値（c田）の変化

北　　　　緯　　　　度

10－20 20－30 30二40 40－50 50－60 6◎一70 70－80

大気大徳環モデル
AManab　e・

vetherald，1980）
10 14 3 一1 10 9 13

古気候データ 12 12 2 2 8 9 13

　この正のフィードバック関係の温度状態への影響は気候理論の半経験モデルのなかで初めて考慮され

た（Budyko，1968他），そして，現在では大気循環モデルのほとんどで，この関係が考慮されている。

現在の気候変化ならびに地質時代の気候に関する経験的資料からCO2濃度と気温との関係を評価する場

合は，たとえ遠い太古における気候変化にとってその特性が現在の気候変化条件と若干違ってはいる

けれども，上に説明したフィードバック関係は自動的に考慮されている。

　極地方の海氷へのCO2回目上昇の影響は，いくつかの独立した方法で評勧できる。それらの方法のな

かで，大気大循壌モデルによる計算，半経験的方式による極地方の海氷原の藤積と厚さの計算および古

気候資料の利用は大きな価値をもっている。

　大気大徳環モデルによる計算に基づいて，ManabeとStouffer（エ980）は，全球平均温度が4．4℃上

昇すると北半球の氷漂はほとんど完全に消失するといっている。観測データと現在の氷原の厚さの計算

結果との比較からわかるように，上の報告での氷原状態のパラメタリゼーションは十分満足のいくもの

でないので，実際には氷原は4．4℃より若千低い温度上昇で完全に融けるものと思われる。氷原に関す

る半経験的計算法は，気温上昇の氷への影響の評価についてより確実な結果を多分与えるだろう。この

計算法では，高緯度地方の気湿上昇は現在の気候変化に関する資料から求め，氷原の面積と厚さは熱収

支式から計算する（Budyko，1971）。この方法がいくつかの報告で用いられた。この方法による計算か

ら，北半球の氷原は全球平均気温が2．5℃上昇すると完全に（またはほとんど完全に）融解することが

わかった。

　古気候データから，北極地方の氷面は天球平均温度が現在より2～3℃低かった鮮新世末期に形成さ

れたことが知られている。この結論ならびにモデル計算の大多数の一致とから，北極の海氷は21盤台の

第2四半期には多分完全に，または大幅に崩壊すると予想できる。

　近未来の気候条件に関する多くの評価結果を比較するために表1α7を引綱しよう。この表にはいく

つかの研究でえられた今後数十年間における平均気温の上昇が示されている。
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表10．7　大気の化学組成の変化による全球平均気温の上昇（℃）

　　　　　　　　（＊1970年の値との比較）

1975 2000 2025 2050
Budyko，1972＊ 一 0．7 1．4 2．0

Ke圭log．　1977－1978 0．5 1．2　」

｛ 4．0

Budyko，1979 α5 0．9～1．3 1．8～2．5 …

Flohn，1981 一 L9 1．5 3．3

B蔑dykoら，1981 一 0．9 1．8 2．8

CO2量の増加の影響，1982 一 1～2 2～3 3～5

　この表から，大気の化学組成の変化の接地気層の気温の全球平均値への影響の予想は，各著者の間で

余り違っていないことがわかる。それゆえ，これらの評価は十分に現実性があると考えうる。

　今後数十年間の温度，降水量および他の気候要素の変化の空問分布に関する計算結果の確度を評価す

るのはより困難である。空聞分布の計算に関するいくつかの独立した：方法を用いると，近いうちに十分

正確な値をうることができるようになるだろう。

生物圏への気候変化の影響

　今後数十年の間に生ずる人類活動による気候暖化は，太古において一第三紀の後半，新第三紀一本当

に実在していた気候条件の再現に相当するだろうということができる。この状態を説明するため，新生

代から現在（図の左側）にいたるまでの間のCO2濃度変化が図10．15に示されている。図の右側には，

時間スケールをかえて1900年以降のCO2濃度変化が示されている。この図上の曲線の上と下とは、未

来のエネルギー消費の伸びの最大と最小に対応している（Kee圭ing　and　B乱castow，1977）。

　図の左右を比較すると，20世紀はCO2濃度の上昇は割合に緩やかであるが，21世紀になると急速に上

昇し，第三紀末期の大気でみられた値に接近することが容易にわかる。非常に古い大気組成への急激な

速度での復帰の原困の一つは，現在の経済活動を通じて各10年間に100万年間をかけて作り出された石

炭，石油および可燃性ガスが燃やされることである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　CO2濃度，％

15　　　　10　　　　　5　　　　1900 2000 2100

過去，×106年　　　　　　　　　西　暦

図幅0．掲　第三紀と現在におけるCO2濃度の変化
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図10．16は新第三紀（左側）と20～21世紀佑側）に捌る地表付近の気温の全球平均値の変化の計

算結果を示している。図上の4孚は各時点での綿球平均気温と20世紀初期における値との差である。薪

第三紀の鯉の値は古気候データならびに気候理論のモデルによる計算結果とを趣いて求めた。両方の

結果は互いによく一致することがわかった。20世紀末および21世紀のjTの値は二つの方法一モデル計

算法と4TとCO2濃度との闘の経験的関係一で求めた。

　　5
9、

網

題　4

3

2

三

8

6421900’ @2000
過去×106年　　　　　西暦

図相．16　薪第三紀と現在における地表所くの

　　　　　全球平均気濃の変化

　図10．16に見られるように，21世紀の半ばにすでに地表付近の気温の全球平均値は鮮新世でみられた

レベルに達し，その後は確実に上昇する。モデル計算ならびに省気候データからわかるように，CO2濃

度の上昇による年平均気温の上昇は緯度によって大きく違っており。高緯度での気温上昇は低緯度の数

倍にもなる。したがって，人為的気候変化が生じた時の自然条件の最大の変化は高緯度ならびに中緯度

の一部で生ずる．

　気候の人為的変化によって生ずる重要な結果の一つは，気候要因に支配されている自然地理帯の状態

の変化だろう。気候暖化の進行に伴って，水分過剰の地理帯ならびに多湿気候区は，より高い緯度帯へ

移動するだろう。その変化は蒸発能と降水量との比の変動に大きく関係しているので，気候暖化時にお

ける乾燥気候域内の地理帯の状態の変化は，非常に複雑になってくるだろう。

　21世紀の初めの予想気候変化に関するデータから，その時期には大陸の大部分で蒸発能が増大し，降

水量も多くなり，それゆえ両者の比はほんのわずかしか変化しないことが予想されている。したがって，

水分不足地帯における自然地理帯の状態の変化は余り著しくないだろうと考えられる。湿潤気候区内の

地理帯の境界は当然極めて大きく変化するだろう。

　北緯40～70度域でのこれらの地理帯の移動に関する計算結果が図10．17に示されている（図の注側は

新第三紀における北半球上の地理帯の境界の平均緯度の変化を，左半分は20，2エ世紀におけるそれを示
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している）。図から，第三紀の末期には多湿気候条件をもつ地理帯は緩やかに南へ移動し始め，そのあ

と急激に南下したことがわかる。

臨界緯度偏差，度

・15　　　　　10　　　　　5

　　　過去，×106年

1900

西　暦

2000，

図io．i7　新第三紀および現代における地理帯の

　　　　　境界を示す平均緯度の変化

　新第三紀の自然条件は現代の自然条件から著しく違っていたことを示している古気候データは，上の

結論の正しさを証明している。

　中新世には，西ヨーロッパの中央地域にはシュロを含む常緑樹林が広く茂っていた。スピッツベルゲ

ンを含めて北ヨー…馬丁には，シラカベブナ，カシワ，マツ，モミおよびその他の樹林からなる

構成の豊かな混交林があった。現在ステップ帯である南東ヨーロッパー帯には，最初の頃は若干の他の

常緑樹を含んだブナーカシワ林が広がっていたが，次第にサバンナに交替した。アジアの北方一帯は針

葉樹林に覆われていた。

　鮮新世には，その当時，多くの植物帯は現在よりもより高緯度帯に分布していたけれども，主な植物

帯は南へと移動した（SまnitSyn，1965）。

　図10，17．の右半分は，21世紀半ばには距離にして15度以上も地理帯が北の方へ多分移動することを示

している。

　上に述べたように，気候暖化に基づく蒸発能の増加は多くの場合降水量の増加によって相殺されるの

で，水分不足地域の地理帯の特徴は現在と余り変化しないだろう。しかしながら，その条件下では21世

紀における糎帯の配置はここ…輔にみられた地理的成馳から大きく違。ているだろう．気候が

比較的に急激に変化する際の地理環境の各成員の変化は，気候条件の変動と同時的には進行しない。地

表水の状態は気候変化とほとんど同期的に変化するだろう。植生の再編成，とくに土壌の再編成は非常

に緩やかに進むだろう。

　数十年では新しい気候条件への地理環境のすべての成分の順応は極めて部分的と考えねばならない。

とはいうものの，七二気候が変化する場合の地理環境成分の多くのもっている柔軟性を過小評価しては
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ならない。たとえば，今世紀の20～30隼代の短期闘の気候暖化時に，多くの森林ツンドラ地域で，森林

の北限がより高い緯度へと移動した事実をGrigorev（1956）指摘している。

　大気中のCO2濃度の予想される上昇が麺物の生産力に与える影響の問題は，：重要な意義をもっている。

第4章で説明したMenzhu　l　in（1976），Menzh賢圭in・Savvateev（1980）その他の研究者の結果を用い

て，上の問題を麺白縄の光合成の数値モデルを用いて研究しよう。もしもCO2濃度が現在値から数十％

まで上昇すると，コムギの生産力の心隔増加率はCO2濃度上昇率の約半分になるとMenzhu圭inはいって

いる。

　この結論は光，温度，水分および無機養分が十分に満たされている条件下にある血温にあてはまると考

えなけれはならない。

　現在のテンポでCO2濃度が上昇した際，生物全体の生産力の評価は非常に興味ある問題である。多く

の理由からこの評価は極めて困難である。Keeli㎎とB鼠castor（1977）の報告では，CO2濃度の変化が

小さい場合には，生産力の相対的増加はCO2濃度の相対的増加の0．27倍になると仮定されている。自

然植生の大部分は完全に好適な条件からは外れた条件のところにあるので，Keelingらの予想は上に説

明したMenzhulinの計算結果と矛盾するものではない。
　第1近似としてMenzhu生inの評価を用い，そしてi9世紀末からCO2濃度は15％増加したことを考える

と，この理由だけでコムギの収量は（多分，その他の農作物においても）7～8％増加したと考えられ

る。この期間におけるコムギの平均収量の実際の上昇は上の増加率よりいくらか大きかった。しかしな

がら，この間の収量増には農i業技術の進歩が大きな影響を与えているので，コムギ収量の変化に関すう

資料からCO2濃度上昇の増収効果の確実性を評価するのは不可能である。そうではあるけれども，収量

増へのCO2濃度上昇の影響は重要な経済的意義をもっている。

　多くの地域において，植物生産力へのCO2濃度土風の嬉影響は，多かれ少なかれCO2濃度上昇に伴う

気候条件の悪化によって相殺されてしまう可能性がある。気候暖化時には，北半球の中緯度の大陸の大

部分で平均降水量が滅少し皐魅頻度が増大したことを心証で説明した。収量の平均値に対して上記のよ

うな気候変化がどう影響するかを定量的に評価するのはかなりむずかしい。強い皐越に襲われた地域で

は，収量への悪い天候の影響はCO2濃度上昇の影響より著しく強くなるのは疑いのないことである。こ

れは，植物生理学の分野で有名な《最小律》との関係で，CO2濃度土昇の効果が余り発現されなくなる

ためである。しかしながら，一例として気候変化のために15％収量を低下させる旱舷の頻度が，ある地

域で10％から30％までに上昇，降水量の十分な年にはCO2濃度の上昇のため収量は約10％増加すると考

えると，この収量増は10年間をとってみると三八による損失を十分補ってしまう。

　大気中のCO2濃度が上昇した場合，世界中の全植生の生産力は，光合成へのCO2濃度の直接影響，大

陸の大部分の地域での降水量の増加，より高い緯度へのそれらの地帯の広がりによる麗沃地帯の面積の

増加のために当然増大すると考えられる。ここにあげたすべての要因の生産力への影響を考慮するのは

大変むずかしい。

　Efimova（1977）の求めたこの量の近似評価の若干の結果が図io．18に示されている。この図の薦半

分には，暫第三紀末期における大陸上の植生の金生産力の変化が示されている。図土の右半分は気候暖

化が進んだ場合における未来の生産力の予想変化を表わしている。そのような短期聞では自然植生は急

激に変化する外部環境条件に対応する極相状態に達しえないので，数十年のうちに全生産力が約50％増

加するという結論は実際には達成されないものと思われる。

　しかしながら，CO2濃度が語論すると自然植生ならびに農作物の平均生産力の増加が期待できる。

　したがって。1億年間をかけて貯えられた石炭と石面資源を燃やしながら，人類は急激な勢で大気の

化学組成を太古のそれに回帰させている。上に説明した評価から，わずか数十年で第三紀末期すなわち

調馬万年昔にあったCO2濃度レベルに回帰するのがわかる。

　現在進行している過程は生物圏の《若返り》として，すなわち全緯度帯で温暖気候をもつ自然条件の
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図10．18　新第三紀および現在における植生の

　　　　　生産力の変化

再現，極地方の氷原の消失および自己栄養植物の高い生産力の再現として研究できる。自己栄養植物の

生産力の高まりは他栄養生物のバイオマスを現在より大きく増大させうる。自然条件のこのような変化

は，その領土が寒冷な大陸性気候帯にあって農業ならびに各種の経済活動の発展に多くの困難をかかえ

ている国にとっては特に好適なものと思われる。

　もしも第三紀の気候条件への回帰がきわめて緩やかに進行するならば，この過程は人類にとって適し

ていると考えることができる。しかしながら，この過程は異常な速度で進行しているので，解決の非常

に困難な数多くの問題を引き起こすに違いない。

　広い地域上の気候条件の任意な急激な変化は，気候条件に関係している各経済活動を再編するのに莫

大な資本投資を必要とするので，：重い経済的負担へ導くという意見がすでに暴露となく提示されてきた。

それとならんで，広い空間上の気候の非意図的変化はすべての場合，人間活動にとって有益というわけ

ではなく，多くの地域で非意図的変化は人間活動にとって大小様々な困難をもたらすことが知られてい

る。

　気候暖化の実際的意義の問題へ戻るに際して，この過程の進行によって生ずるいくつかの結果は入類

の経済活動にとって有益であるし，いくつかは有害であることと指摘しておく必要がある。

　農業生産力への気候暖化の影響は，大方最も重要な実際的意義をもっていると思われる。上で指摘し

たように，この影響は気候区で違ってくる。比較的に寒冷で多湿な気候域では，生育期間の長さが長く

なり，その間の積算気温が増加して収量が大幅に上昇するので，気候暖化は農作物の生産力を高めるだ

ろう。一方，多くの水分不足地域では気候暖化のどの段階でも降水量は滅少する。このため，気候暖化

は収量に悪い影響を与える。CO2濃度の上昇はすべての場合において収量増を助けるので，全球的にみ

れば収量への気候暖化の総合影響はプラスになるだろう。

　予想される気候変化によって生ずる重要な結果の一つは，河川の流出状態に対する，すなわち現在多

くの地域で需要に追いつかなくなっている淡水資源への気候変化の影響である。現在までの計算から，

20世紀末にはソ連の大部分の地域で水文条件は悪化し，若干遅くなると北極の気候暖化によって河州

流出が増加することが知られている。しかしながら，このような水資源の増加は十分に多湿な気候区で

主として生ずる。

　気候暖化とむすびついている実際的に重要な数多くの問題の一つとして，ソ連の国土の約半分を占め

ている永久凍土の表層の融解をあげなければならない。この過程が進行すると該当地域での建築構造物
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の保守が大変困難になってくる。乾燥地域の水状態に影響を与えている多くの内陸氷河の大きさの将来

変化も重要な意義をもっている。

　GrosvalaとKotlyak（理（1978）は氷河状態への四球気候暖化の影響を研究している。彼らはグリー

ンランド以外の北極地方で，全氷河の急速な崩壊が考えられるといっている。彼らの意見によると中緯

度の山岳氷河への気候暖化の影響は地球的には余り重要でない。

　氷河の発達・消失に関係している世界海洋レベルの変化の問題は注霞に価する。よく知られているよ

うに，過去10万年間を通じて，世界の海洋レベルは陸上氷河の発達に応じて何回となく上下をくり返し

た。多量の水蒸気が海洋から大陸上に運ばれて氷原の発達に使用された薫大な第四紀氷河期には，世界

の海洋レベルは現在よりも100mも低かった。現存する氷河が完全に融けると、盤界の海洋レベルは必

然的に90m上昇する。現在，氷河の形で貯えられている水のほとんどすべては南極大陸とグリーンラン

ドの氷河のなかにある（南極大陸の氷河が融けると海面レベルは約80搬，グリーンランドのそれが融け

ると7m上昇する）。
　90mも海面レベルが上昇すると陸地の全面積は数％縮まる。この値は割合に小さいけれども，世界の

瞑大都市のある多くの国々の重要地域は，水面下になると思われる陸地上にある。

　現存する氷河全量の少しの部分が融解しても海面レベルは数m上昇するので，その結果は極めて：重要

である。この程度の海面上昇でも低地にある国々（例えばオランダのような）にとっては，また多くの

臨海都声にとっては破局的な結果をもたらすだろう。建築物が海面土数mの所に分；布しているそのよつ

な臨海都市でさえも，氷河の部分的融解は港湾構造物の浸水をひき起こすので，大きな損失をもたらす

と考えなければならない。したがって，海面レベルの比較的に小さい上昇でも全球的な危険性をもって

いる。

　Mercer（1978）はこの問題に関する最初の研究を行い，現在進行している気候暖化のために，南極氷

河の西部は割合に早く崩壊し（5◎年以内でも可能である），海薩レベルは約5m上昇すると結論した。

このような結論は南極大陸の西部氷床の自然特性に関係している。この西部氷床は，東部氷床と違って

陸上ではなく海底に着床している。爾極大陸の西部氷床は海水温の変動に対して敏感で、海水温が上昇

すると容易に崩壊することが考えられる。
　G，。sv。laとK。t取。k。。（・978）は，この問題のより詳細鷹析から，　M・rcerの結論と同様な結果を

えた。Thomasら（1797）は，南極大陸の氷床の崩壊の可能性を否定しないけれども，気候暖化による南

極氷床の崩壊には数百年かかるという考えを出している。この重要な問題を明らかにするには，詳細な

研究が必要である。

　気候が急速に変化した時に生ずる残された問題の一つに，その生存が関達生態系の崩壊によって危機

にさらされると思われる数多くの野生動物と野生植物の保全問題がある。気候条件の変動に非常に敏感

な魚類資源の保全の問題も，生物資源の闘題に加わってくる。

　全球気候の変化は入類をとりまく環境の多くの成分に影響するので，同じ様な問題が数多くある。

　70年忌初期に余り多くない研究者によって支持された人類の経済活動の影響による世界の気候の大幅

な変化の不可避性は，70年代の後半になると，種々な科学機関のなかで確認された。そして，多くの国

の国立機関が気候の人為的変化の問題に注目するようになった。

　　1976年初めに，二酸化炭素ガスの濃度上昇によって予想される結果について多くの結果が発表された。

《気候変化に関する世界気象機関の声名書》（1976）および《気候変化に関するWMOの執行委員会等

専門家グループ技術難》（1977）のなかで，非常騰で増加する石炭・石油・その他の燃料の消費に

よる気候条件の著しい変化の可能性が確認された。

　　1977年に，酩なアメリカの研賭力滲加しているアメ　姻立科学アカデミーの雛が懸され

た（Ene闇。nd　Ch甑。，・977）。・の結には，エネ・・ギー韻の増加予想・離的気徽化嚇

徴，偽綱子（エア・ゾル，ガス類の放出勲灘）の気候への影響の・ビゴ萬候およびCO・ガ
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ス循環のモデル化の親状と問題点ならびに気候変化の観測法の基礎が含まれている。

　この報告書の緒論には《世界の工業文明はここ数十年のうちに重大な決定一主なエネルギー源として

化石燃料の利用を続けるか，50年のうちに他のエネルギー利用に転換するために科学・技術関係を総力

をあげて取組むか一を強いられると言置されている。第2番目の方向の選択は多くの困難を伴っているが，

ここ100年または200年間にわたって化石燃料を利用することによって気候に及ぶと思われる影響は，

他に方法がないほどに危険なものである》という書葉で始まっている。

　この報告書は，大気中のCO2年度上昇が次の100年間の気候に決定的影響を及ぼすと捲豪している。

このようなCO2濃度上昇は地表付近の平均気温を約6℃上昇させ，高緯度地帯での温度上昇は数倍にな

るだろう。大気組成の変化と気候の変化は，光合成速度の増加，より高い緯度帯への農業気候区の移動，

乾燥地帯の境界線の変化などをもたらすので，これらの変化は農業にとって特に重要な意味をもつもの

と思われる。

　1979年にジュネーブで，WMO’と他の国際機関で組織された第1圃の世界気候会議が開かれた。

　会議の報告者のなかには，地球物理学と地理学の分野における指導的なソ連の学者一Gerasimov，

Izrae　1’，　March眺，Fedorovが含まれていた。報告のなかで，　Fedorovは《朱来における気候変化は

絶対避けられない。気候変化は著しくて，今後数十年のうちにUターン不能になるだろう。それゆえ，

いくつかの戦略を選択することが必要になってくる。すなわち人類のためにネガティブな予想気候変化

の結果を回避できるような前もって計画されたシステムを採用しなければならなくなる。このような戦

略の基本的要素はなんだろうか？　いうまでもなく，気候変化の予測が翠蓋でかつ：重要な際際である。

戦略の第2の要素はなんらかの自然的または人為的な気候変化をもたらす源因の評価である。第3番目

の戦略要素は，気候変化によるネガティブな結果または気候変化そのものを回避できるようにする諸方

策の作成である》と述べている。

　Gerasimov（エ979），Izraer（1979　a），Marchuk（1979）およびFedorov（1979）は，現在生じてい

る気候変化の評価および近い将来におけるその傾向の予想を目旛してのソ連の気候研究プログラムの主

な部分の基礎を説明した。

　会議は世界のすべての蜀に向けた宣言を採択した。そのなかには次のような説明が盛られている。化

石燃料の消費，森林の破壊および土壌の誤った管理は最近の100年間に大気中のCO2濃度を亙5％上昇さ

せた。しかも，この濃度上昇は今後も続くことが指摘されている。したがって，中・高緯度帯で特に著

しくなると思われる気候暖化はさらに進行すると予想される。人為的な気候変化はある地域では有益に，

またある地域では不都合な結果をもたらすと考えられるので，圏際的性格をもった複雑な社会的および

技術的な諸問題をひき起こすだろう。これらの問題を解決するには，気候変化の研究の組織化および国

際協力の新しい形の創造について前例のないような努力が必要である。

　現在，世界気象機関は，多くの国々の気象サービスとの関係で，世界気候計画のなかに含まれている

問題を明らかにするために広般な研究を行っている。これらの問題のなかには当面する気候変化の計算，

および生物圏ならびに人類の経済活動へのそれらの気候変化の影響が含まれている。同様な研究計画が

多くの国で採択されており，多くの政府内に現在進行している気候変化を研究するための特別な科学グ

ループが設けられている。

　予想される世界的気候変化の生物圏への影響は，今後数十年の間に生物圏の状態を変化させてしまう

ような生物圏への入質の作用の唯一のものではない。20世紀の中頃から，多くの生態学的研究が，地球

上での人口の急激な増大を伴っている技術的進歩の生物圏への影響を明らかにするために行われている。

　第9章で指摘したように，無類が現在すでに直面している主な社会的および生態学的な問題としては，

a）多くの発展途上国の爆発する人口への食糧確保の困難性，b）石油および多くのその他の有用鉱物

の資源のひつ迫，c）周辺環境の汚染の増大，特に非常に発達した先進諸国で著しい，がある。

　現在生存している動物相ならびに植物相の保全の問題も大きな関心を集めている。そして，生物自然
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の保全が危機にさらされている多くの国では，非常な心配がなされている。

　たとえ，ここにあげた生態学的問題の解決は大変困難であるけれども，ここ10年聞における科学一技

術の進歩の歩みは，これらの困難を克服する途が発見できることを示唆している。とくに，Fedorov

（1977）は《物質変換およびエネルギー獲得の可能性は，具体的な原材料ならびに具体的エネルギー源

が消費されるよりもより急速に伸びている。……再生可能な自然資源を栽培し・それらの収支を改

変することによって，自然全体の生産力を大幅に拡大することが可能である。……自然環境の汚染は低

レベルに抑制できる》と記している。しかしながら，Fedorovが強調しているように《すべての問題

は今後10年聞に入選が自らの発展を制御し，どの方向に向けるかという能：カを身につけることができる

か否かにかかっている》。他の報告のなかで，Fedorov（1974）は《地球五体が社会主義社会になった

条件では，生態学的問題は完全に解決されるだろうが，生態的危機を回避するのに必要な：重大な緊急手

段は世界共存条件下で，種々な国家体制の圏々の密接な協同によってのみ実行可能である。このために

は，現在軍事予算に使われている手段を，せめて工：業生産活動の必要な再編，自然の保全，そして自然

資源の培養に使用しなければならない》と述べている。

遠い未来の生物圏

　この問題を研究するにあたっては，長年月の間には当然生ずる自然な気候変化に触れなければならな

い。このような自然な気候変化はつぎの原因に関係している。

1．天文学的要因。太陽に関しての地球表面の位置の変化は1万年の時間スケールでの気候変化をひき

　起こす。

2．大気組成。第三紀および第四紀を通じて，大気中のCO2含量の変化は気候に明瞭な影響を与えた。

　大気中のCO2濃度の変化速度を考慮すると，　CO2含量の定常的低下の気候への影響は10万年以上の長

　期間については重要になってくると結論できる。これとならんで，1万年という短い期間における

　CO2量の短期的変動の気候への影響も考えられる。

3。地球の表面構造。地形が変化し，それに伴って海洋の岸の状態が変化すると1万年以上一百万年の

　期間で広い地域上の気候条件が大きく変化する。

4．太陽定数。太陽の進化による太陽定数の変化は当然考えなければならない。太陽定数の変化は1億

　年以上の期間をとると気候条件に著しく影響しうる。

　ここにあげた要霞が気候条件にどのような影響を与えるか？という問題を研究しよう。太陽に対して

地球表面の位置が将来どのように変化するかは非常に蕉確に計算できる。この計算結果を用いると，極

氷原の境界線の位置変動に密接に関係している暖候季期間の太陽放射流束の変動を評価できる。M員an－

kovichほ930）が明らかにしたように，北極圏に近い緯度帯上の太陽放射の変動が氷原状態の変化に特

に大きな影響を与える。

　現在えられている計算判司から，約5◎00年後，1万年にわたって《臨界緯度》：地域で太陽放射の著し

い低下が生じ，新しい氷河期の到来すなわち巨大な大陸氷河を発達させることが知られている。これら

の時代のあとしばらくすると，巨大な大陸氷河を崩壊させるような放射量の増加が生ずるだろう。北半

球の臨界緯度域での放射の滅少は反復されるだろう。そして放射量の低下の振幅は大きくなりながら，．

最後のウルム氷期をもたらしたと同程度の低下量に接近するだろう（BergeL　1977）。北半球の臨界緯

度帯における比較的に大きい放射量三一ドが10万年後に生じ，巨大な氷河の発達する可能性がある。

　未来の気候に対する天文学的要因の影響は，大気中の二酸化炭素濃度が将来低下すると，大鈴に強化

されうる。過去数百万年を通じて空気中のCO2濃度の低下傾向が皐越していたので，経済活動の作用が

ない場合には，将来大気中のCO2濃度は多分減少するだろう。第7章で示した新生代末期のCO2濃度低

下に関するデータを用いると，大気中のCO2濃度の減少速度を近似的に評価できる。

　これらのデータに基づいて外挿すると，どれ位の期間で大気中のCO2濃度が銀塊値から地球が完全に

氷河に覆われるような低い濃匿まで低下するかを評価できる。必要な時間は数百万年の大きさという予

一267一



想が得られている（B磁yko，1980）。この結論を採用すると，生物圏の未来の進歩は次のように予想

できる。

　大気中のCO2濃度の持続的低下は，自已栄養植物の生産力の定常的減少ならびに地球上の生物の全バ

イオマス量の減少を伴うことになるだろう。これと同時に，氷期にはより低い緯度帯へ張り恕した極氷

原帯は拡大し続けるだろう。数百万年後には，氷原は臨界緯度に達し，そのあと氷原は自己増殖を続け

て赤道にいたるまで拡張してくる。その結果，全地球が完全に氷河に覆われ，地球上の全緯度で低い負

の温度となり，非常な安定状態になるだろう。

　完全な氷河状態は我が惑星上のすべての生物学的過程を停止させると考えることができる。この予想

は，南極大陸の申央域に定常的に生存しうるような生物はなにもうまれなかったということに基づいて

いる。比較的に短期閥に南極中央域の気候条件が全地球上に広がる場合には，そのような不適当な条件

に適応できるような生物の発生を期待するのは困難である。気候理論の半経験的モデルによる計算から，

地球平均気温が白い地球のレベルから数十出土昇すると，全面的な氷河は破壊されてしまうことが知ら

れている。

　水体が凍結しているために，火山臓火から放出されたCO2が炭酸塩の形成に用いられず大気中に畜積

すると考えると，上記のような温度上昇は生じうる。

　しかしながら，もしも《白い地球》が形成された時代の火山活動のレベルが十分低いと考えると，惑

星全体にわたる氷河作用は非常に長い期間保持されるだろう。地中深くから放出されるCO2ガスが地表

で凍結するほどに気温が低いと，全品的な氷河作用が長期閣保たれる可能性が高くなる。

　完全に氷河で覆われた惑星が存在しうるという結論は，宇審船上での太陽系の研究が始まるまでは単

純な理論的計算に基づいてえられていた。これらの研究のなかで，大きな惑星のいくつかの衛星は完全

に氷によって覆われており，《白い地球》はそれに類似しているということが明らかになった。これら

の衛星のなかで最も有名なのは木星のなかのヨーロッパである。

　遠い朱来には，太陽放射が増大してくるために，これらの衛星ならびに完全に氷河作用に覆われてい

る時の地球の氷床も当然消失すると思われる。太陽放射が緩やかに増す時には，地球を覆っていると思

われる氷床は掌記万年で分解してしまう。氷が完全に融けたあとは，下層大気の平均気温は約80℃に達

するだろう（Budyk。，1974）。太陽定数の増加に伴って気温が一層上昇すると，世界の海洋は消失し，

大気中へのCO2ガスの蓄積が急速に進み，そして温度はさらに高くなるだろう。このために，大気の化

学組成および地球の気候は，現在金星上に存在する条件に似てくる。

　さらに遠い未来には，太陽は放射を射出しなくなるので，その後地球の温度は絶対温度スケールの零

に近くなる。

　余り遠くない未来の気候の閥題へ戻って，もしも現在進行しているCO，濃度の低下が地球の完全な氷

河作爾のために不牽分ならば，大気中のCO2濃度および酸素濃度の上昇とむすびついている生物圏の発

達の再度または何回かの循環が実現することを指摘しておこう。

　大気中のCO2およびCO2ガスが著しく増加してくると，顕生代においセ何回となく生じた生物界の変

化に似た植物と動物の新しい質的な変化が付随して起こるだろう。

　数十億年後には太陽定数が増大し気濃が異常に上昇してくるために，生物圏は崩壊し，そしてその終

末を迎えることになる。

　二酸化炭素ガスの濃度が著しく低下して《氷結した地球》が形成されることも予想されるので，数百

万年という早い期間後に生物圏の存在が中断することも考えられる。この他に，地質時代に生物圏の危

機時代をもたらしたと同じ要因が作用して，生物圏が完全に，また部分的に絶減する可能性も今後残っ

ていることを捲摘しておこう。

　生物圏への人類の活動の影響を考えると，’生物圏の生存期閥についての返事は変ってくる。もしも入

類活動によって人間圏が完成するならば，生物圏の予想存続期間の長さは著しく大さくなる。
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　多分，入間圏の建設は，生物圏の状態をコントロールするシステムができ，そして大規模な生物圏の

過程を管理する方法が具体化されたあとに完成するだろう。人間圏の建設の初期的特徴の一つは，第9

章で説明した世界的な生態学的危機の危険の解消だろう。人間圏を建設するにあたって解決しなければ

ならない課題としては，気候の不利益な変動を回避し，そして金人類の利益になるようにその変化を好

適化する目的で世界の気候を管理する方法の研究がある。

　すでに指摘したように，最も単純なやり：方では，上記の課題は現在の技術でも十分達成できる。

　さきの報告のなかで，著者（Budyko’，1974他）は気候条件へ働きかける方法を説明した。この方

法を用いると世界的な気候暖化の進行をストップできる。地球表面上へ入射する短波放射流束への成層

圏エアロゾル層の影響の評価から，成層圏低層内のエアロゾル質量を比較的にわずか変動させると《気

象学的太陽定数》が大きく変化し，それに応じて地表付近の平均気温も変化することがわかった。成層

圏内に上昇した航空機土で硫黄を燃やすと，太陽放射に薄する大気の透明度が著しく低下し，下層空気

の温度が低下するだろう。

　現在すでにある技術的方法を地球上の気候に働きかけるのに利用することもできる。この方法を矯い

ると下層空気の平均温度が上昇する（長波放射を吸収する水蒸気，フレオンおよびその他のガスを成層

圏内に拡散させる）。

　将来，気候へ働きかける可能性が大幅に広がるのは疑う余地はない。このような発展によって，全人

類に利益になるように気候を管理することが可能になるだろう。

　地球土の二酸化炭素ガスの収支または気候へ直接に働きかける任意な方法の技術的な実行可能性は次

の理由で非常に低い。すなわち，これらの方法を採絹すると，ある国々にとっては不利益になるような

複雑で矛盾した結果をもたらすためである。しかしながら，入間圏の建設が完成した暁には，これらの

方法は将来広く利用されるだろう。

　人聞圏の建設によって，生物圏の安定度は非常に高くなり，その存続期間の長さは大幅に増加するだ

ろう。

　人間圏において解決の迫られる主要な課題としては，人類の要求を満たすため。また止むことのない

科学一技術の進歩を助けるために，地球と宇宙の資源を無限に利用するという問題がある。もう一つの

重要な課題は，もし人類の作り出した保全方法がない場合には，生物圏に甚大な損害を与えうる，また

は生物圏の完全な壊滅にさえも導きうるような外部要因の危機的作用および不利益な作用から生物圏を

保全することである。

　上では気候条件への働きかける方法のなかで現在知られている方法のいくつかを説明した。人間圏の

建設がまだはるか遠い現在でも，世界的広がりをもついくつかの不都合な作用から生物圏の保全がすで

に可能なことは注騒に価する。たとえば，大気の化学組成の変化に関するデータを上に説明したが，こ

れは石炭，石油およびその他の燃料の消費の非常な増大による非意図的な結果である。現在急激な勢で

上昇する大気中のCO2濃度は，過去の地質学的時代において生物圏に対して大きな損轡を何回となく与

えた氷期が近い将来また発達するという可能性を消し表っている。遠い未来ではあるが決して夢想では

ないものに，地球上への巨大な流星の落下を防止するシステムの構築がある。遠い過去において，巨大

な流星の落下は生物の大規模な絶滅をひき起こした。地球との衝突を避けるために流星の軌道を少し変

化させるのに要するエネルギー量は余り遠くない未来には技術的には大方調達できると思われる。

　生物圏の長期的存続にとってはそれらの解決が是非とも必要というその他の課題にはふれないで，地

球の領域内での入間圏の広がりの予想に関する問題は特別な意義を持っていることを指摘しておこう。

この問題は，我が惑星の大きさの有限性ならびに，非常に長い弱吟にわたって地球の資源によってまか

なわれてきた工業全分野の完全に閉じたテクノロジーを構築することの困難さに関係している。他の惑

星の資源を利用することで，人類の超長期的な科学一技術的進歩を維持するという問題がうまく解決で

きるようになるだろう。
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　これとならんで，細紐空虚の研究は，それとの接触が多分未来の人類にとって意義をもつと思われる

宇宙空間内の他の生物圏，とくに人間圏の存在に関する問題に答えることになるだろう。したがって，

宇宙空間内で地球の生物圏の占めている地位の解明が望まれる。

10．5宇宙空間内の人類
宇宙空間内の生命

　よく知られているように，いろいろな天体上に生命が存在するという意見は，古代ギリシャ時代の多

くの思想家によって述べられてきた。このような意見は18世紀，そして天文学分野の大家がそれを信じ

ていた19世紀には広く流布していた。これへの同調老は，惑星および恒星には理性をそなえた人間が住

んでおり，それゆえ字出山には数多くの文明が存在するとしばしば考えていた。

　地球外生命の問題に関する研究の新段階は，地球の最初の人工衛星が飛んだあと始まった。月と火星

への航行において，生物を発見しようという試みが実行された。すでに，これらの飛行が実施されるま

でに，この問題に関して数多くの科学的研究および大衆科学的研究が発表されていた。それらの発表の

なかでShklovsky（1963）とSagan（1974）のものをあげておかねばならない。

　宇詩才による他の惑星上の生命発見を目指してなされる研究のほかに，最近地球外文明の代表者の発

信する電波を受証する試み，ならびに電波情報を宇宙へ送信する試みが始められた。最近，この問題に

ついていくつかの国際会議が開かれたということは，地球外文明とのコンタクトの問題に大変関心が集

まっている証拠である。

　地球外生命の問題への関心は高まったが，批判的な意見も発表された。このような関係では，月と火

星の生命研究に関するアメリカの計画の実施前，1963年にSimpsonの発表した意見ならびにその後発

表された彼の小論文を引用できる。彼はその小論文のなかで《地球外生命に関す問題の研究には，具体

的データは我が太陽系についてのみである。そしてそれらは太陽系の他の任意な惑星上に生命の存在する

可能性を確実に（たとえ最終的な形ではないにせよ）否定している。たとえ科学的問題に関係するとは

いえ，地球外生命の可能性を研究する学者は，この場合には不誠実な途にふみ込むことになる。我が太

陽系外の範囲では，生命存在の可能性を実証する，または反論するデータは現在全くない。学者がこの

可能性を研究するにあたっては，最善の場合でも，現在全く検証することのできない確率的評価をする

にすぎない。最も普通である最悪の場合には，かれらは単純に夢想するだけである》（Simpson，1969お

　この報告のなかで，Simp　sonは太陽系外の生命の存在に関する情報をうることの不可能性，および

地球外文明の存在を明らかにするための期待は何一つないことを断言している。

　地球外文明を探索する合目的性についての懐疑論は，個々の生物学者だけでなく宇宙研究に関係して

いる精密科学の若干の代表者によっても出されている。

　この問題について一般的な意見のないことが，ソ連および外国で行われている地球外文明の探索問題

に関する研究の組織化を防害しているということはない。

　これらの研究のレビューが《地球外文明との通信》（エ973）および《地球外文明の探索に関する諸問

題》（三981）を含めて，多くの刊行物のなかに載せられている。この問題に関する刊行物には，地球外

文明の送信したラジオ信号を解明する試みの結果が示されている。これらの試みは否定的な結果を与え

たけれども，これらの研究の継続を支持する人達は将来地球外文明からの電波信号を解明できる確率は

高いと確信している。この確信は，人工的電波信号を探索する目的で現在までに行われた数少い研究，

それらの信号を受ける技術の余り蕩くないレベルおよび地球は宇宙のなかの唯一つの客体ではないとい

う確信に基づいている。最後のことについて著者は疑わしく思っている。次にこのことについて詳しく

説明しよう。

　最近，地球外文明の存在についてなされたいくつかの討論は注目に価する。Hart（1975）は次のよう

な理由から宇宙内に知的生物が存在する時には，彼らは地球へ訪れたはずであるという所信を発表した。
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すなわち，その代表者が地球を訪れていない地球外文明の存在の可能性に関する理由はすべて不確実と

思われるので，そのような意見に達した。Hartは地球文明は我が銀河のなかの唯一のものであると結

論した。以前から地球外文明の探索の組織化の活動的同調者の一人であったShklovsky（1976）は，数

年遅れて同様な判断を提出した。Shk圭ovskyは，恒星の大部分に惑星系が広くみられるという認述は最

近の天文学的研究では確かめられていいないと指摘している。これと同時に，彼は次のことを強調して

いる。すなわち，たとえ生命の発生のメカニズムはまだ解明されていないけれども，ある惑星上に生命

が発生するという確率は非常に低いといっている。

　十分に発達した文明は自分の属する惑星系のみならず，銀河空間の資源をも獲得する能力をもってい

るのは疑う余地はないと考えながら，Shk　lovskyは地球外文明の活動の痕跡がわが惑星上にあるかも

知れないと思われると述べている。以上の考察から，彼は全宇宙でないならば，いずれにせよわが銀河

系またはそのなかの局所的系のなかで地球文明は多分唯一っであると結論した。

　Shklovskyのこの判断は上に引用した報告《地球外文明の探索に関する諸問題》を含めていくつか

の報告のなかで研究された。しかし，それらの報告の著者達はShld　ovskyの判断に異論を発表してい

る。このような不一致の存在は，もともと解明されていない問題を解くには多くの仮定を論議のなかで

利用せざるをえないことを考えると，当りまえのことである。たとえば，その存在の比較的に初期の段

階で。地球に似た惑星上に生命が発生する確率が低いか蕩いかを知る証拠はなに一つない。たとえ，こ

の問題に関するShklovskyの仮定が反対の観点の仮定よりも若干確からしいとしても，このような仮

定に基づいて地球外：文明の存在について一定の結論をうるのはむずかしい。

　上に指摘したように，地球外文明の探索問題に関する研究は，ソ連および諸外国でも行われている。

たとえば，最近，特別に設けられた電波望遠鏡を用いて宇宙からの人工的電波儒号の規則的観測が開始

された（Eberhart　and　Thomsen，1983）。地球外文明の探索の考えを支持する入達は，将来同様な観

測計画が広く行われるようになるという記念を発表している。

　地球外生命の問題を研究するための直接的方法は必ずしも効果的ではなく，また一部は非常に困難

（宇宙船の飛行）であるので，この問題の研究へ別の方法の利用可能性は大変興味をひく。このような

アプローチの一つは，宇宙内での生命の存在条件の理解にとって意義をもっている地球上での生物圏の

進化の法則性の研究である。この場合，非常に長い期間にわたって地球上に生命の維持を可能にした原

因に関する問題に答えなければならない。

　古生物学研究において，生物はほぼ4◎億年の長きにわたって断えることなくわが地球上に生存してい

ることが知られている。この年数は非常に大きく，地球誕生後の年数よりわずかに短いだけである。そ

して，この年数は我々の知っている宇宙が形成され始めた《ビッグ・バン》後の時闘の柏当部分になる。

宇瓦内での生命の分布に関する情報がない場合には，長い期間にわたって惑星の一つの上に生物の維持

される確率がすべてについて等しいかどうか不明である。この確率は比較的に大きいこともありうるし，

とるに足らないほど小さいこともありうる。

　周辺世界を科学的方法で研究する知的生物が生まれるにナ分な長さ生物圏の維持される確率はどの位

かというもう一つの問題は，上にあげた問題に密接に関係している。地球での生命の発生から現在の文

明の発生までに経過した時間が宇宙的スケールでみても大きいということは，生物の自然的進化の歩み

のなかで高等な神経活動レベルの向土が極めて緩やかなことを考えると理解できる。

　進化過程のそれ農身の本質から導かれる上記の理由は，Slmp　son（1969）の次のような注釈から理解

できる。《自然淘汰を行わせてきた唯一つのものは，ある時点の環境条件下で最大多数の子孫を残した

生物の遺伝的特性の保全・維持である。もしも，この子孫がある関係，たとえばかれらの知的発展の点

においてより適応しているならば，自然淘汰はこのタイプの適応を維持，または強化することになる。

しかしながら，もしも知的関係において余り発達していない生物がより多くの子孫を残すならば，自然

淘汰はこのタイプの適応力を大幅に縮少するだろう》。
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　Simpsonのこの解釈は進化のなかでは生物の複雑化への傾向が卓越するという良く知られている事

実一その特殊なケースが動物の神経系の発達である一とは矛盾していない。この問題は本書第9章で詳

細に述べた通りである。

　地球の生物圏の古さと地球文明の《宇宙時間》での存在期間の非常な短さとは比較する必要がある。

　地球文明の《字宙時間》での存続期間は，その経過のなかで宇宙飛行の技術が作り出された時閣，お

よび地球外文明によって送信されているかも知れない信号を解明するために電波天文学の方法を利用す

る時間に相当している。地球上で電波通信システムが広般に利用され，テレビ放送が可能になり，これ

らによって宇宙から電波天文学的方法で地球文明の解明が可能になってきた時間の長さが，《宇宙時間》

での地球文明の長さにほぼ相当する。ここにあげた地球文明の長さは，生物圏の全存在期間と比較して

も短いだけでなく，地球と我が銀河内の他の値星との問で電波信号を交換するのに必要な時間の長さよ

りも短い。それゆえ，もっと遠い恒星との電波信号の交換に必要な時間より短いのはいうまでもない。

《宇宙時間》でみた地球文明の時間の短さは地球外文明を直接的方法で解明することを非常にむずかし

くしている。

生物圏の安定性

　現在，地球の深古代の生物圏の出来事に関して一般に広く受け入れられた説明はない。深古代の生物

圏の寒明に関する問題は科学研究論文のなかでは一般にほとんど研究されていない，そして多少とも開

らかであると考えられていることを指摘しておこう。

　本当は，地球の生物圏の古さを解明することは，その全歴更を通じて生物圏はその状態を大きく変化

させた数多くの外部作用の影響を受けてきたので，非常にむずかしい。生命帯，すなわち，そのなかで

生物が生存しうる空聞の物理的および化学的条件の範囲は種々な天体上でのこれらの条件の変化範麟に

くらべると非常に限られているので，10癒年の単位で計られる長い期間を通じて地球上に生命が維持さ

れている原因については特溺な研究が必要である。

　このような研究の必要性は，周辺環境の割合に小さい変化に対してでも生物の大多数が高い敏感度を

持っていることと特に関係している。

　生物圏の存続期間の長さが長く。地球上に生命は広く分布しているという意見がかなり普及している

が，生物が住んでいるのは地球土の非常に限られた部分にすぎないことは，すでに上で指摘した通りで

ある。生命物質の：全質量はn×1018gの桁の大きさで，地球の単位表面上の密度は約1g／c㎡である。

全バイオマスの主要成分は新陳代謝速度の非常に低い樹木であるので，生物学的に三冬な生命物質の量

は0．↓／c孟以下と考えられる。この値は断面績1c最の鉛直課内に含まれている大気圏，水圏および岩石圏土層

内の質：量，すなわち生物をとり囲んでいる主要環境成員の質：量と比較すれば無視できるほどに小さい。

　そのなかに生物の見られる地球圏の平均厚さを10kmと考えると，生命物質（その比：重は平均して1

に近い）は容積比でこの生命空間の百万公の1以下と結論できる。

　上で捲回したように，生命物質は地球の大きさにくらべれば非常に薄い膜として研究できる。そして，

この薄膜は大陸表面上，地中および水平表層内に広がっている。この薄膜は連続的ではなく，万年雪や

万年氷に覆われた地帯，大陸のなかの非常に乾燥した地域，植物プランクトンに必要な無機養分の少ない

海洋域では完全に，またはほとんど完全に消失する。したがって，数十億年中わたる進化のなかで，生

物は地球表面上のかなりの部分でうられる条件に適応できたわけではない。生物圏の他の部分への生物の

適応はさらにわずかである。すなわち，大気圏内，海洋深層内および岩石圏の土壌層外の生物の量は，

地球表階上の生物薄膜の相対的にわずかな質量と比較しても無視できるほどに少ない。

　動物および植物の個々の種の分布帯が限られているのは注目に価する。多くの種の分布圏は地球表蔭

のわずかな部分を占めている。そして，これらの分布圏域内の自然条件の時間的変動はしばしば生物の

数の大きな変化をもたらし，また時にはそれらを死滅させることもある。

　生物圏の歴史の主要な大部分を通じて，生命帯の境界は自己栄養植物の光含成過程の維持の可能性に
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よって主に決定されてきた。これは，生命物質のほとんどすべての質量（とくに亜綱胞生物の物質）が

自己栄養植物によって吸収・同定された太賜放射エネルギーの交換によって支えられているということ

にむすびついている。光合成の研究から，この過程は植物の吸収する水分が十分，CO2濃度がある値で，

そして必要な無機養分がある場合，十度のかなり狭い範囲内で行われることが知られている。光合成に

とって：重要な条件は，ある一定波長域の太陽放射量を植物が十分吸収することである。光合成を可能に

する条件の組合せは地球上のすべての表面上で見られるのではない。また，地球表面上のかなりの部分

で，1年の全シーズンを通じては見られない。単位面積あたり多くの他栄養生物を扶養しうる自己栄養

植物の高生産力を可能にするように自然条件がうまく組み合わさっている地域はそれほど広くない。

　たとえ，環代において湿潤熱帯気候の多くの地域で自然植生の生産力は十分高い値であるけれども，

この値は高CO2濃度と低酸素濃度の大気条件下で晃られる最大生産力にくらべると著しく低い。

　光合成生産力の問題は，現在の生物圏の生命物質の量がなぜ比較的に少ないかを解明するのに決定的な

意義をもっている。植物の生産力，そのバイオマスおよび光合成へ影響する要因の聞の関係に関する研

究結果は第4章で説明した。これらの関係から，全バイオマスは大気中および水体中のCO2濃度に密接

に関係していることがわかる。CO2濃度が上昇すると全バイオマスも当然それに応じて増加する。

　第国章に，エネルギー資源と水資源の自然植生による利用効率の評価が示されている。地球全体とし

てみると，植物は地球表面上に入射する太陽放射量のわずか約α1％を利用しているにすぎない。有機

物の合成に陸上の植物が降水量を利用する割合も，ほぼ上と岡様な大きさである。現在の大気組成条件

下でも，好適条件では太陽エネルギーおよび降水量の植物による利用効率はそれらの平均値より著しく

高くなりうる。

　したがって，生物の生命帯は地球の外部薄層内の自然条件のわずかな部分を占有しているにすぎない。

この薄愚内の生物質量は生物をとりまいている環境の容積と比較すれば無視できるほどに少ない。生命帯

に対応する自然条件の範囲が太陽系の惑星（宇宙のなかの他の惑星上の条件についてはふれない）上の

物理的および化学的条件の変化範囲に比較すれば極く狭いことを考えると，生命物質の適応牲（すなわ

ち周辺環境内の様々な条件に生物の適応する能力）は地球上においてさえ自然条件の変化範囲にくらべ

れば非常に限られており，宇宙：全体をみれば更に限られていると考えることができる。

　生命帯の狭さ，および地球の外部薄層内にある生命物質の量が限られていることを考えると，生物圏

の古さの原因を理解するには，生物圏の安定性を保証しているメカニズムの研究が必要である。外部条

件がある程度定常的な場合には，生物圏の安定性はそれ自身の発達の法則性および生物圏に影響する外

部要函の変勤性に関係している。

　生物圏への外物要因の変化の影響がない場合における生物圏の安定性をまず説明しよう。

　生物圏のもつ均衡的片町は，地球生物圏の生態学の性質，そしてある程度パラドックス的な特性であ

る。良く知られているように，他栄養生物は食物連鎖を通してそれぞれ及び自己栄養生物とむすびつい

’ている。食物連鎖はしばしばある種の生物による他の生物の根絶という形で現われる。もしも，かれら

の遮いかける動物を根絶する方法で餌を最も効率的にとる捕食者が最も多くの子孫を残すならば，自然

淘汰は捕食者の上記のような能力の一層の発展を当然助長すると思われる。同様な考えは，植物のバイ

オマスの全増加量を根絶させる草食動物についてもあてはまる。しかし，自然淘汰の結果，餌とする生

物が絶滅するためにより高度に発達した種も急激に滅亡に追いこまれてしまうことが容易に理解できる。

　生態学関係の研究報告のなかで，それらの食物連鎖内での各種の相互絶滅の可能性を取り除いている

複雑なメカニズムが現在までもよく研究されてはいるけれども，この方向の研究は完成の域かちはまだ

遠い。生態系の数値モデルの使用は，これらの研究の発展にとって重要な意義をもっている。これらの

研究で，生態系内の生物の個体群数の変動性を低下させる負のフィードバック関係の組合せが，生態系

の安定性の上昇にとって大きな意義を持っていることが明らかにされている。

　　これらのフィードバック関係の高い効果例の一つは，現在生きている生物の種と属の非常な古さであ
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る。ある場合には，それらの吉さは1千万年および1億年になる。多様な《生きている化石》の存在は，

ある条件では生物の進化過程が極端に緩やかになることを証明している。多分，進化を極端に遅くする

条件としては，生物へ影響を与える要因の低い変化性がある。前に指摘したように，特別に多数の古い

タイプは，生物周辺の環境が長期間にわたって極めて一定であった公海域に維持されてきた。

　生物圏へ影響する外部要因（これらの要函としては，まず第1に太陽放射エネルギーの流れおよび岩

石圏からの各種物質一とくに二酸化炭素ガスの流れがある）が不変な場合には，生物圏の非生物的成分

の変化は割合に緩やかであったと考えることができる。このような条件は進化過程のテンポを遅くし，

そして長期間にわたって生物一多くの古いタイプを維持させてきたはずである。

　それにもかかわらず，このような条件のなかでも非生物環境の変化は生じたはずである。特に，光合

成をする自己栄養植物の活動の影響によって，大気中の酸素量は定常的に増加したはずである。生物の

周辺環境のこのような変化は，たとえ，このような条件下での進化速度は多分極めて低かったと思われ

るけれども，生物の進化的発展をやはり助長した。

　生物圏へ影響する外部要因に変化がない時には，生物圏はより安定しているだろうけれども，このよ

うな条件でも生物圏の存続時間は無限ではない。

　次に生物生存の外部条件が変動する場合における生物圏の安定性の問題へ移りながら，一翼に変化す

る環境条件下にある地域生態系と地球生態系との比較を説明しよう。

　生態系は統一性という一定の特性をもっているという意見が何圓となく提示された。このような関係

で，生態系はしばしば《超生物》として研究されてきた。このような術語を地球生態系一生物圏に利用

できるか否か？という問題が生まれてくる。

　生物を含めて，生物圏の全成分はお互いに密接にむすびついているので，超生物という術語の使用は

正しいと思われている。この場合，生物は生物圏の他の成分に寒して著しい作用をおよぼす。大気圏へ

の生物の影響は特に大きい。それは酸素の主要部分は自己栄養植物の活動によって作られ，また植物は

二酸化炭素ガスのバランスにおいても大きな役割を演じているためである。大気中の集住，大気と海洋

内の炭素，生物圏内の液体と気体の水は，生物の活動に関係している循環サイクルのなかを通過してい

る。岩石圏上層の土壌は主として生物によって作り出されている。

　しかしながら，地球生態系のための《超生物》という概念の使用は，それへ作用する外部要因が変化

しても生態系が長期聞存続できるほどに系の安定性レベルが比較的に高い時だけ妥当であろう。

　良く知られているように，自然淘汰の歩みのなかで，生物の安定度の多少とも高いレベルがえられる。

第5章に，高い安定度レベルをもった局所生態系ならびに生物が自然淘汰の歩みのなかで生まれること

が指摘されている。地球生態画一地球生物圏の安定性の問題は極くわずかしか研究されていないけれど

も，この系の安定性は多分余り大きくないだろう。このような奇薬には，《超生物》という術語を生物

圏にあてはめるのは恐らく根槌がないだろう。

　それゆえ，エ0億年という長きにわたっての地球生物圏の存続は，お互いに関係のない複数の奴都合な

事情がうまく組合さったことで主として説明できるようである。そして，他の天体で同様な組合せの一

致が生ずる確率は無視できるほどに凄い。

　このような考えのために多くの根拠を示すことができる。

　多分，周辺環境への生物の働きかけは，生物の生存条件をよりょくするだろう。しかし，そのような

生存条件の改良は相対的に短い期間で，局地生態系に主として限られるだろう。地球生態系へのこのよ

うな働きかけの結果は，多分適応的な意義はもたないだろう。それは生物圏の著しい変化が生ずるに要

する時聞が，大多数の種の生存期悶の長さに比較して著しく大きいためである。

　周辺環境への生物の影響の食客の結果は生物自身にとって有害でもある。たとえば，すでに指摘した

ように，光合成植物によって作り出された現在の大気中の高い酸索濃度は，植物の生産力を低めている。

炭素振環路のなかの二酸化炭素ガスの植物による搬出は水中と空気中のCO2濃度の低下をもたらした。
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このために，光合成生産力は低下し，そして地球の氷河作用のために生物圏は壊滅の危機にさらされた。

　したがって，地球の生物圏への生物の影響はその安定性にとっては良くない。このような予想は第8

章で研究した地史時代の危機時代にもあてはまる。このような危機時代としては，たとえば，いくつかの

地質時代末期における数多くの動物群の絶滅がある。

　第三紀末期における南アメリカでの数多くの動物群の絶滅は，外部要因の比較的に小さい変化の生物

圏への明瞭な影響の範例である。この絶滅の原因が，パナマ地峡域での陸地隆起による南アメリカと北

アメリカの接合にあることは疑う余地はない。高度に発達した哺乳類の南アメリカへの侵入によって，

南アメリカ独自の動物相の多くの代表者が急速に絶滅していった。南アメリカの動物達は，他の大陸か

ら隔離されているという条件下で，ほとんど第三紀全期聞を通じて生存してきた。

生物圏内で長く平衡してきた生態系は，その特殊な性質を考えると生物圏の各成分に対しては外部要因

として研究できる入類活動によって，著しく擬乱された。人為的要因の影響による生物圏の生態の大き

な変化は，現生人の生存の早い段階ですでに生じており，そして大型動物の多くの種が石器時代の軽々

によって絶滅したという見方が第9章に示されている。

　現在，動物界への弾機の影響は急激に増大し，経済活動の非意図的結果のために多くの生物種が絶滅

した。そして，莫大な生物種の個体群数が急減している。

　広大な面積にわたって人類が容易に生物を絶滅させうるということは，外部要因の変化に対して生物

圏が大きい敏感度をもっている証拠の一つである。

　地球生態系へ影響する外部要因が変動する場合の生物圏の存続期間は，生態系の各成分と外部要因と

の聞のフィードバック関係および癒接的関係の複合によって決まる生態系の安定性に関係している。

　上に説明した人類の活動に関する問題はそのままにして，その変化が地球生態系へ影響する主要外部

因子として太陽放射および岩石圏深層と生物圏との間での物質交換をあげなければならない。

　ここにあげた外部要因の最初のものの意義は明らかである。太陽放射が非常に強い時，特にこの放射

が消失した時（数十億年後に生じうる）には，生物圏の存在は終わる。

　第7章で説明した研究結果から，気候条件は太陽放射がわずかに変化した場合でも大幅に変化しうる

ことがわかった。

　太陽放射の変動への温度状態の高い敏感度を考えると，生物圏の存在は太陽の放射強度の割合に小さ

い変化にさえも関係していると推窮できる。

　第7章で研究した地質時代の気候への太陽定数の変化の影響に関する問題は重要な意義をもっている。

太陽の進化はその薩径の定常的な縮少と輝度の増加をもたらしたと考えられている。他の条件が一定の

時には，上のような太陽放射の変化は先カンプリア紀および古生代の気候が非常に寒冷であったことを

意味している。しかし，この予測は地質学的な研究資料に矛盾している。この矛盾は，太古の空気の化

学組成が現在のそれと著しく違っていたことを考えると説明がつく。特に，太古の大気は多量な二酸化

炭素ガスを多分含んでいたものと思われる。このよのな結論との関係から，温度状態へ相反する方向に

作用して，その効果を互いに相殺する外部要因（太陽放射と大気の化学組成）の変化の同時性はどのよ

うに説明するかという問題が生じてくる。

　このような同時性は上にあげたような過程の決定論的関係では説明できない。それは多分に確率的な

ものである。第7童で指摘したように，大気申のCO2濃度のレベルは主にマントルま：層からのガス放出

速度によってきまる。そして，この放出速度は，生物圏の歴舞を通じて広い範囲に変化したが，大気の

温度状態による変化は葬常に少なかった。ガス放出速度が減少した際のCO2濃度の低下は，炭酸塩形成

速度の減少のために，若干緩やかであったと思われるが，このような関係は生物圏の歴史を通じて大気

中の二酸化炭素量が低下するという童部的傾向を大きく変化させることはできなかった。

　第7章で示したデータから，恥掻代を通じて大気申の二酸化炭素量は大体1／10に，すなわち大気

容積の10分の数％から百分の数％まで変化したことがわかる。一方，酸素量は5倍以土も変化した。す
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なわち，現在の量の1／3から1．5～2．0倍の間に変化した。

　大気の化学組成の変動が生物界に大きな影響を与えたことは疑う余地はない。未来における生物の存

在を危くするような域までに大気の化学組成が変化する可能性があるかという問題は大変興味がある。

良く知られているように，現在の生物圏への主要なエネルギー源である自己栄養植物は，百分の1～2

％から数％までの大気中の二酸化炭素濃度域において一般に機能できる。

　大多数の動物は，それ以上濃度が高くなるとそれに害を与えるような二酸化炭素濃度の許容上限をも

っている。多くの場合，この上限値は大気容積で数％になる。

　多くの動・植物は酸素分圧のある一定範囲内（この範囲は非常に違っていて，特に好気性生物と嫌気

性生物の間では大畑に違っている）でだけ生存可能であるが，大気申の酸素質：量の変動の生物圏の安定

性にとっての意義は二酸化炭素濃度の変動の影響にくらべれば小さい。この理由は，大気中の酸素質量

は二酸化炭素ガスの質量を大幅に上回っており，自由酸素の発生源は，大気中の二酸化炭素ガスの発生

源に比較して余り変化しない自己栄養植物の光合成であるということである。CO2と02の質量の相対的

変化の間の実際の違いは見出された値にくらべて著しく大きいけれども，第7章で示したデータは上の

ような状況の正しさを証明している。実際の値と見出された値：とが一致しないのは，求めたそれぞれの

値は地質学的な紀または世についての平均値であって，より短期間における大気のガス組成の変動を表

わしていないためである。上にあげたような理由から，比較的に短い期闘における大気中の酸素質量の

大きな変化は余り起こりそうもなく，一方，二酸化炭素ガスでは大きい短周期変化の生ずる可能性は無

条件に大きい。入間の経済活動の影響による現在の二酸化炭素濃度の急激な上昇は，上のような考えの

証拠である。

　大気中の二酸化炭素ガスが大気の温室効果を強めながら，潟度状態に著しい影響を与えていることは

上に示した通りである。現在値以下に二酸化炭素ガス濃度が低下すると温度が低下する。いくつかの計

算から知られているように，著しい抵さに二酸化炭素濃度が下がると，氷河による地球の完全被覆へ導

く危険性がある。したがって，二酸化炭素ガスの質量の変動は，生物へ直接的影響を与えるばかりでな

く，気候の変化を通して間接的影響も与える。

　太陽の進化との関係ではるか太古に生じた上に説明したような生態学的破局は，生物の生存の可能で

あった期間に生じた大気の化学組成の変化に由来している。この点で最も危険なものは二酸化炭素濃度

の変動である。上で四六したように，自己栄養植物の大多数が生存可能な二酸化炭素濃度の範囲は割合

にせまい。これらの植物の耐えるCO2濃度範囲は顕生代の平均二酸化炭素濃度の約10倍および約1／10

である。現在の二酸化炭素濃度は太古の平均値より著しく低く，そして上にあげた許容域の下限値にほ

ぼ近い。

第7章のデータからわかるように，大気申の二酸化炭素ガス量の低下過程は白亜紀に始まり，第三紀

末期に強化された。CO2質量の低下の確からしい原因は，大方，放射性元素の貯蔵量の消耗にむすびつ

いている火山活動の減衰である。放射性元素は地球深層を加熱するエネルギー源である。現在の極めて

近似的な評価から，地球誕生以来の期間にくらべると短い期間一数百万年のオーダの期間に二つの生態

的破局の一つ：あるいは地球の完全な氷河被覆，あるいは植物の呼吸および他の生理学的機能の維持の

ための有機物質の消費を補償するに足る光合成レベルを保つことが不可能なために生ずる自己栄養植物

の絶滅ならびに，それに伴う他栄養生物の絶滅が生じうることがわかった。

　上のようなこととの関係で，地球上の生命は岩石圏内で放射性元素の崩壊が十分高いレベルにある時

にだけ生存可能であるというRonov（1976）の見解を想い起こさなければならない。

　地球圭の生物圏は最後の第四紀氷河作用が最大発達期に達した時にはすでに絶滅に近かったという意

見が出されている。それは，この時期には氷河がよく発達して，その線まで到達すると氷河は安定性を

失って自己成長を通じて赤道まで広がってくる臨界緯度にかなり近くまで達していたためである。

　以上のような判断に加えて，生物圏の全歴史を通じて第9章で述べたようなかなり大きい天体が地球
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上に落下したために生物圏の部分的または完全な絶滅の可能性が存在していたということを想い出すこ

とができる。上に指摘したように，大気のない惑星上にはこれらの天体落下の跡がよく残っている。そ

れらの痕跡のいくつかは巨大な流星が惑星に衝突した時に，その表面が薯しく破壊されたことを証明し

ている。たとえば，水星の表面の大部分は，今から約30～40億年昔に大きな／1・惑星が水星の固体殻を破

壊した時に多分形成されたと思われるカルロス盆地が覆っている。この時小惑星の一部は熔融核まで

達し，多量の熔岩の放嵐をひき起こしたと考えられている。生物圏の存在する時代にそのように大きい

小惑星が地球に衝突すると，我が惑星上の生物は賜金に死に絶えてしまうものと予想される。

　生物圏の存在期間を通じての地球上での生命の維持確率を定量的に評価するには，外部からの働きか

けへの生物圏の安定度を研究しなければならない。《地球生態学》（Budyko，1977　a）を含む多くの

報告のなかで，上記のような問題が研究されてきた。生命の長期にわたる維持には気候条件の安定性が

必要であるが，それは多くの気象要素間の若干のフィードバック関係の作薦によって保たれていること

が，上の書物に示されている。これらのフィードバック関係のなかで最も大切な関係は地表付近の温度

と宇宙空間への逸出長波放射との関係である。地表への熱流束が増えると，地表付近の温度は上昇する。

すると逸繊放射量も増える。このために，熱流束の増加が一部相殺され，気温圭昇は弱まる。

　地球上での生命の維持にとって重要な意義を持っているこの関係は，生物のいない月の場合に比較す

ると我が惑星では非常に弱い。第3章で説明したステファン・ボルツマンの方程式から，大気のない月

面上では太陽定数が1％増すと，表面の平均筆順はα6～α7℃上銘することが容易にわかる。地球上

では熱流束の増加は蒸発を増加させ，大気申の水蒸気量（大気の温鍵効果を強める）を増やす。このた

め，1％の太陽定数変化時の温度変化は1．5℃になる。太陽放射の吸収で気候暖化が進むと極地方の氷

原が融けるので，実際の気温上昇値は2℃に近くなる。

　上で指摘したように。地球上での生命の維持は，大気中の二酸化炭素量および酸素量の変動がある一

定の比較的に狭い範囲内に限定された条件でのみ可能である。第7章で説明した大気の化学組成の変化

の研究では，炭酸塩形成への二酸化炭素ガスの消費は大気申でのその濃度に比例すると考えた。同様

な仮定が無機物質の酸化への霜気酸素の消費についてもなされた。このような関係は大気中でのC儀

および02の濃度の変化幡を縮少させる。これらの関係は大気の化学組成の安定性に関する他の研究の

なかでえられた「粗糖な関係と比較することができる。すなわち，Vaa　Vale窺G971）は大気中の酸素量

を安定化させる三つのフィードバック関係をあげている。それらは次のようなことに基づいている：酸

素濃慶が上昇した時には，a），酸素を発生する光合成植物の生産力が低下する；b）いろいろな無機物

質の酸化への酸素の消費が増える；c）地中に埋没している非酸化有機炭素の割合が滅議する。V㎝

Vaienは酸素濃度の変化を抑制するために上の三つの関係は役割を果たしていると述べているが，定量

的な形に以上の関係は表わすことはしなかった。

　大気中のCO2濃度レベルを安定化させ，そして地表付近の平均気温の変動を抑制する要鰹に関する研

究がつい最近行われた（Wa圭ker，Hays　a照K：as乞ing，1981）。その報告のなかで，岩酸塩形成への二

酸化炭素ガスの消費は，温度上昇につれて増大する硅酸塩の風化が進行すると増大することが指摘さ

れた。この関係を定量的な形に表わし，そしてCO2濃度と温度との関係を考慮しながら，彼らは太陽放

射の入射と温度変化との関係を求めた。この関係式のなかでは．この関係への二酸化炭索バランスの変

化の抑制作用が考えられている。その報告で指摘されているように，地球の歴史の初期には火山活動が

非常に潅発であったと仮定しなければ上記のような問題は解決できないけれども，上のようなアプロー

チは太陽輝度が低かった時代における地球上の高温気候の解明を容易にしてくれる。

　大気の化学組成の進化に関する現著者の計算のなかで利用した02およびCO2の濃度とそれらの消費

との関係は，定性的にはWalkerらが用いた関係と一致している。現著者が用いたその濃度とCO2消費

との関係とWa圭kerらの同様な関係との比較から，我々の関係式の方が強力である，すなわち地質時代

における二酸化炭素濃度の変動を大幅に抑制することがわかった。それにもかかわらず，第7章の資料
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からわかるように，著者らが用いた関係を利用すると，太古時代の大気中の二酸化炭素量は広い範囲に

変化したという結論がえられた。

　外部要因の変化への生物圏の安定性を評価するのに，第7章で説明した顕生代を通じて生じたCO2と

02の濃度および平均気温の変動の振幅が，生物圏の破壊が生じうるような気象状態の変化範囲と大き

さで一致するという事実は，大きな意義をもっている。撹在の割合に低いCO2濃度および低い平均気温

は，越生代を通じて生じたこれらの要素の変化の上限値よりは，むしろ光合成栄養植物が消失し地球の

完全羽化が生ずるような値にはるかに近いという事実は，特に注意をひく。

　したがって，地質学的な紀またはそれらの世について平均化した気温および大気化学組成の変動に関

するデータは，生物圏へ作用した外部要因の変化への生物圏の安定性は非常に限られているという結論

をもたらす。

　気温および大気の化学組成の比較的に短い周期の変動がある場合，生物圏の安定姓はさらに低くなる。

上で指摘したように，短い期間の間で二酸化炭素濃度は非常に大魑に変化した。

　多くの報告のなかで綿摘されているように，極めて長い期間を通じて火由活動度の平均値は大きく変

動しているが，それと同時に振幅の著しく大きい短周期火山渚動レベルの変化が生じている。現在生じ

ているCO2濃度上昇のデータは，その湧源強度が強くなった時に大気中の二酸化炭素濃度の上昇を大き

く緩和しうるような十分に強力なネガティブフィードバック関係は自然中には存在しないことを実証し

ている。現在生じている大気の化学組成の変化を研究すると，人類の作り出しているCO2弓馬強度は火

山活動およびその他の自然的なCO2湧源の強さに比較して2桁も強いということができる。しかしなが

ら，中幕の火山活動レベルは，現在レベルよりはるかに高かったと思われるその最大可能レベルよりは

非常に低い。

　平生代を通じて，二酸化炭素による好気性生物の全地球的な中毒の定常的な危険牲が存在していたと

いう考えを提示できる。また同様に，火蜘活動による他のガスによる中毒の危険性もあったと思われる。

巨：大な火山喰火のあった地域では，禽獣のような現象の可能性は局地的なスケールで何園となく晃られ

た。噴火生産物による中毒によって大量の人が死んだという有名な事件はそのままにして，火山噴火時

の火山性ガスによる中毒によって多：量の生物の絶滅例を熱帯諸国で何回となくみている自然博物学者の

観測例をあげておこう。

　Simpson（1978）は南アメリカの古代動物相の研究のなかで，同様な発見をしているが，それは大変

興味をひく。大型動物の化石のごくわずかな部分しか古生物学者の手には触れないことを考えると，大

規模な動物死の例が多く発見されるのは，このような出来事の頻度が割合に高いことを示している。

　生物にとってのもう一つの危険性は，火山活動度が非常に高くなった時の大気透明度の低下であった。

観測データおよび計算結果から知られているように，過去100年間における火山活動度の変動は10分の

数度，地表近くの平均気潟を変化させた。

　1億年という長い期間をとると，多くの火山の噴火が1時期に集中するために温度の非常に大きい変

動が起こりえたと＝考えるのは当然なことである。これに関しては，すでに第8章で説明した通りである。

1時期に多くの火山噴火が集中したために生ずる影響を近似的に評価すると，上のような原因によって

個々の10年間の平均気温は5～10℃も低下しうるという結論がえられた。10年闘またはそれ以上続くよ

うな上記程度の気温低下は，多分，狭温性生物（すなわち，周辺環境の温度の大きな変動に適応できな

い生物）の多くの種の滅亡にとって十分であった。このような関係で，火山活動度の上昇は地質学史上

の危機的時代における動物相の連続的交代の原因の一つであったという仮説が提示された。比較的に大

きい天体の地球上への落下の影響も，動物相に対して同様な作用を及ぼした。

　火山喰火の強化または小惑星の落下が，すべての生物を滅亡させるのに十分なほどの大きさの温度低

下をもたらしうるかという問題は注目をひく。すなわち，生物圏の歴史を通じてそのような可能性は存

在しなかったということは，生物圏の長期間の存続の解閏にむすびついている他の同様な問題と同様に，
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上のような問題に対してなんの返事も与えない。

　いま研究している問題を完全に解明するには，生物圏への大きな影響を与えうる外部要因の変化の確

率を定量的に評価することが必要である。たとえ，このような評価をうるのは将来になると思われるが，

現在えられている限られた資料を利用すると，生物圏の存在してきた非常な長さを通じて，この確率は

非常に低かったと考えることができる。

　本節のなかで説明した判断は《ガイア仮説》の著者達の見解と大きく違っている。すなわち，ガイア

仮説の著者達は，生物の活動は生物圏の安定度の上昇を目指しており，生物圏の長期にわたる存続を可

能にしていると考えた（MarguHs　and　Love圭ock，1974；Lovelock，1979他）。我々には《ガイア

仮説》の著者達はこの仮説のためになんら受入れられる基礎を示していないように思われる。

地球の生物圏のユニーク性

　ここで説明する考察から，宇宙内での生命は非常に喋れな現象であり，特に地球外文明の創造にいた

るような高等な生命形態の存在は極めて離れであるという結論をうることができる。

　我が惑星上でみられた文明の発生という唯一つの注目すべきケースは，約40億も続いた生物の進化的

変化の産物である。この40億年という時間は，地球上に最初の生物が生まれ，そして広がっていった時

間にほぼ等しい。このような関係から，他の惑星上に文明が作り出される確率は，それらの上に生物の

発生する確率よりは著しく小さいと：考えることができる。

　文明を創造するのに絶対必要な高等生物の発生にとって，進化過程を加速する自然条件の変動は大き

な意義をもっていると考えることができる。数十｛意年にわたってある程度定常的に生命にとって好適な

条件の続くような仮空的な惑星上では，生物の進化は非常に緩やかで，十分複雑な生物の発生，したが

って文明の創造の可能性は生まれなかったと考えることができるだろう。

　したがって，多分，高等な生物の出挙には外部条件の一定の変動が必要である。そして，この変動性

はそれらの生物の生命帯の狭い範囲外であってはならない。このような条件を考えると，地球外文明の

出現確率は地球外生命の長期存続の確率よりさらに大幅に小さくなる。

　宇宙内で文明をもつ惑星の数を評価するには，宇宙内の恒星数に次のような現象の出現確率を次々に

乗じていく方法が→没に用いられている。

　a）恒星の周囲での惑星の存在確率

　b）これらの惑星上に生物の存在を許容する条件の存在確率

　c）これらの惑星上に生命の嵐現確率

　d）高級な文明の出現確率

　e）長期闘にわたっての文明の存続確率

これらの計算を行った著者達は，これらの係数値のある程度確実な評価は驚くほど困難といってはいる。

しかし，宇宙内には無限ともいえるほど多数の恒星があるので，たとえそれぞれの係数に非常に小さい

値を与えても，現在文明の存在する惑星の数として非常に大きい値をうることが可能と彼らは述べてい

る。たとえば，上に引用した書物のなかで，Saganは次のようにいっている。我が銀河系内には高度に

発達した文明をもつ惑星の数は約100万個になりうるといっている。

　このような計算法は極めて任意的であるというSimpsonに岡下したうえで，これらの計算をした著

考達が宇宙内での生命（とくに創造的生命）の存在確率を著しく低めているその他の要因の存在を無視

していることをあげなければならない。

　地球上の生物圏の安定姓に関する問題の研究から，この安定性は非常に高くはなく，そして地球に似

た惑星上での何十億年にもわたる生命の存続確率は非常に低いという印象が生まれている。太陽放射の

姥較的にわずかな変動ならびに火山活動度のわずかな変化は，多分地球上の生物の大部分または全生命

の絶滅にとって十分間ある。

　生物に破滅的影響を与えうるその他の外部要因についても上で説明した。たとえば，大きな小惑星の
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落下は生命帯範囲外へ生物圏の状態を変化させることができる。

　これに似た可能性のいずれかについて詳細に説明することはしないで，我々の観点からは，生物圏の

状態と太陽の進化との無関係性および岩石圏深層の進化との弱い関係は，いま研究している問題にとっ

て根本的な意義をもっていることを指摘しておこう。

　．太陽放射および岩石圏からの物質の流れの変動への生物圏の敏感度が高い場合，太陽一生物圏システ

ムを安定させる，および岩石圏深層一生物圏システム内のむすびつきを弱めるフィードバック関係がな

いと，高度に発達した文明の発生を可能にする程の生物圏の長期間の存続の確率は著しく低くなる。

　それゆえ，宇宙内での生命の存在確率，とくに文明の出現に関係している高等な生命の存在確率は非

常に低いと考えることができる。この結論は，月と火星上の生命探索の負の結果，地球外文明から送ら

れる信号を受信する試みの失敗，過去においてわが地球上に地球外文明の遺した痕跡に関する儒頼のお

ける情報のないことなどによって証明されている。

　以上の結論は，さきに引用した署者達の書物の地球の生物圏に関する研究にもとづいている。同様な

結論をH鍵t（1978，1979）もえている。彼はいろいろなタイプの恒星の周囲を回っている惑星．上に生

命にとって好適な条件が維持される可能性を計算し，上のような結論をえた。

　Hartの第1論文で，地球大気の化学組成の進化に関する数値モデルが作られた。このモデルを利用

して，生物の生存を許容する条件の長期的維持は地球から太陽までの距離がある狭い範囲内に維持され

ている時のみ可能なことがわかった。この距離がわずか増加すると，遠い過去において地球は完全に氷

河に覆われてしまうことになる。この距離が比較的にわずか減少すると，わが惑星の表面温度は水の沸

点まで上昇するだろう。その後は，地殼から放歯される二酸化炭素ガスを吸収する水圏が消失するので，

大気中のCO2濃度：は急速に上昇し，温度は一層上昇し，丁度金星上でみられるような状態になるだろう。

　次の報告で，Hartはいろいろなタイプの恒星のまわりの《居住帯》（地球に似た惑星上に生物の存

在の可能な空間を示す）の存在に関する問題を研究した。上にあげたモデルを利用しながら，Hartは

多くの恒星で居住帯の長期的な存続は不可能であり，たとえ居注帯を長期間維持しうるようなタイプの

恒星でも，この帯の空閤的広がり（その惑星と恒星との距離の最小と最大とによって決まる）は，多く

の場合極めて小さいことを発諒した。

　Harもの作成した大気進化モデルは極めて模式的であるけれども，それは大気進化の多くの特徴を正

しく考慮している。そして，Hartが指摘したように，居住可能帯の状態に関する結論は，彼れが用い

たモデルの変数の予想される誤差を考えても大きく変化しない。それゆえ，Hartの研究結果は宇宙内

に生命が稀れだということの証拠の一つとして研究できる。

　上に説明した記述からみて，地球上の生物圏は二つの点においてユニークである。まず第1に，我が

惑星上の生物の絶減を何回も生じさせえたような条件のなかで，生物圏が長期にわたって存続してきた

という事実そのものが並々ではない。第2に，生物圏の存続を能動的に助けるため，および生物圏の未

来への存続を危くする諸過程を予防するために，生物の1員一人類が生物圏に方向的に働きかける可能

性が現在生まれているということである。このような働きかけの可能性があるということは，生物圏の

長期的存続ならびに宇宙空閣内の他の天体上への入類圏の広がりに希望を持たせてくれる。

10．4　生物圏の保全
　現在進行している科学一技術革命は制御地球生態系の創出，すなわち人間圏への生物圏の作りかえに

希望をもたせてくれる。人閣圏の主な特徴の一つは，生物圏に大きな損害を与えうるような，または生

物圏の絶滅をもひき起こしかねないような外部要因の作用に対して高い安定度を持っていることだろう。

　それが将来自然のままで展開した時に，生物圏の部分的または完全な破滅をもたらしうるような主な

原因は，上に説明した通りである。これらの原因のほとんどすべては，現在より百万年または10億年頃

いった未来の出来事である。1000年後に生ずるおそれのある新旧洵期の発生の可能性は例外である。
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　上で指摘したように，人類の現在の経済活動は地表付近の平均気温を上昇させうる。そして，今後エ0

～100年間に予想される温度上昇は，現在ある極地方の氷原の大部分を破壊しうる。これは，新しい氷

河期の予防という未来の課題の解決には技術的には困難はないということに確信を一与えてくれる。

　人類に重大な損害をもたらし，高度人間圏の創出の希望を破壊してしまうような人為的な生態的危機

の出現の可能性は，生物圏にとってはるかに近未来のより現実性の高い危険性である。

　予想される人為的な生態的危機には二つの形がある。その最初は，必要な生態学的一経済学的計画な

しに実施される経済発展によって生ずる不都合な結果に関係している。それは第9章に示されている危

機的現象をもたらす。第9章に旛摘されているように，このような危機は絶対不可避ではなく，各国の

闘の協力関係が著しくうまくいくならば予防できる。

　人為的危機の第2は無制限な熱核戦争の可能牲である。熱核戦争は現在の人類および生物圏にとって

最大の危機である。熱核戦争によってどれ位の冥々が死亡するかについては多くの計算が発表されてい

る。原子爆弾の爆発による人々の直接死滅に，住民の医療サービスシステムの破壊による疫病の広がり

のもたらす大規模な死亡を加えると，核戦争中およびその後短時間の間に入類のかなりの部分または大

部分が絶滅するという結論（Blokhin，1983）に同意できる。

　しかしながら，この結論は熱核戦争のよりあとの影響を考慮していない。熱核戦争のよりあとの影響

もさらに多くの人々に死滅させうる。核戦争のこのような結来に関する問題は，熱核戦争後における生

物圏の運命の問題と密接にむすびついている。

　生物圏への無制限熱核戦争の影響の評価は，現在まで何鳳となく研究されてきた。そして，多くの場

合，この影響は限られたもので，熱核戦争後生物圏は大きく変化しないという所信が述べられている。

このような結論は，とくにアメリカ科学アカデミーによって準備された総合報告（Long－Term　World－

wide　Effecもs……，1975）のなかに示されている。しかしながら，この報告書には上のような結論の

確実な基礎は含まれていない。それゆえ，熱核戦争の結果に関する問題を明らかにするには一隅の研究

が必要である。

　その二二書によると，1970年代中頃，世界中には5万個の核弾頭があり，その爆発力は2×1010トン

のトリニトロトルエン（TNT）の爆発力に相当するといわれている。このエネルギーは広島を絶滅し

た原子爆弾のエネルギーの100万倍以上である。上に説明したように，地球上の生物圏の外部要函の作

用に苅する安定性はかなり限られている。それゆえ，現存する核弾頭の爆発が生物圏の全歴史を通じて

生物の大量死へ何回となく導いた危機と同様な全地球的生態的危機をもたらすことはないかという問題

を提起するのは，ごく当然なことである。

　生物圏への無制限な原子戦の作用は多様で，この原子戦によって生ずる様々な結果は生物の生存条件

へ著しい影響を与えるのは疑いない。原子爆発によって生ずる世界気候の変化は生物界にとって最大の

危険である。

　多分，原子戦による気候変化は，第8章で説明したような匡大な小惑星の降下後における気候変化に，

多くの点で似ていると考えられる。小惑星の落下後と同様に，大気申で多くの核が爆発すると莫大な量

のエアロゾル微粒子が作り出される。このエアロゾル雲は太陽放射への大気透明度を大幅に低下させる。

成層圏内に運びこまれた光学的にアクティブな微粒子の寿命時間は，爆発型の火山喰火後に成層圏内へ

とり込まれた細かいダストの寿命時間に似て，門中月になると思われる。この寿命時下は，火山噴火後

に硫黄を含んだガスから作られる硫酸エアロゾル微粒子の成層圏内での帯留期間より若干短い。これら

の微粒子の形成は長い時間かけて行われるので，ダスト雲の寿命時間は1～2年に及ぶだろう。

　火山喰火後および核弾頭爆発後に生ずるエアロゾルの主要部分の存在を特徴づけているこのような寿

命時間の違いは，核戦争後の気候変化のモデル化に火山噴火の気候への影響に関する資料を利用するこ

とを限定している。たとえ，それらのデータ量は現在まだ非常に限られているけれども，地表に匝大な

小惑星が衝突したあとの結果に関するデータは，原子戦の影響評勧にとって大きな価値を持っている。
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　第8章に，白亜紀の末期に巨大な小惑星が落下したあとの地球平均気温の低下のかなり前の評価が示

されている。この温度低下は5～10℃になることが発見された（Budyko，1980）。多分，このような

気候寒冷化は，中生代と漸生代との境目における多数の動物種の滅亡の主要な原因であったと思われる。

　無制限な核戦争後における大気下層の平均温度の変化の評価と上にあげた小惑星衝突後の気温変化と

は比較できる。このような評価をなす上の困難性は，その場合成層内へ入るサブミクロン級のエアロゾ

ル粒子の予想量に関する現在のデータが不確実なことに主として関係している。

　アメリカの科学アカデミーの報告では，これらの微粒子量は108トンに達すると考えられている（Long

－Term　Worldwide　Effects……，1975）。広い地域，とくに森林地域上で当然発生する大火災によっ

て形成される多量な高分散性エアロゾル微粒子が上にあげた微粒子量につけ加わってくる。これらの微

粒子の主要部分は煤と灰とからなっている。これら微粒子の全量を評価するのはかなり困難で，多分そ

れは億トン桁で計られる量だろう（Crutzen　and　B　irks，1982）。成層圏内の光学的にアクティブな微

粒子総量が増加するので，それは多分n×108トンになるだろう。これは地球全表面に換算すると大体

10喚g／c遺になる。大気光学式による計算から，成層圏内のエアロゾル濃度が上のような場合，対流圏

内へ入射する太陽放射量は1／2以下に減少する（B級dyko，1974）。

　第3章で説明した太陽放射流束と気温との関係を考慮すると，気候システムが定常状態にある場合に

は，この場含の地表付近の平均気濫は50～エ00℃も低下しうる。気候システムは大きな熱イナーシャ

を持っているので，実際の温度低下は絶対値では非常に小さくなる。（10，1）式を用いると，熱イナ

ーシャの影響を割合に容易に考慮できる。その結果，大気中のエアロゾルの寿命下聞が竹野月の場合に

は，この場合の地表近くの平均気濃の低下は5～10℃になることがわかった。この低下量は大きい小惑

星が落下した後の平均温度の低下値に等しい。

　地球上の各地域の温度低下の予想値は上にあげた地球平均値から大きく違ってくると考えねばならな

い。北半球のエアロゾル質量の増加は大きく，そして北半球の海洋面積は南半球より相対的に小さいの

で，北半球の平均寒冷化は約15℃になるだろう。北半球の温度年変化のデータの解析から，北半球の大

陸上の平均気附の予想低下は大体30℃になり，海洋から離れた大陸内部地域では温度低下は当然さらに

大きくなると結論できる。

　最も急激な温度低下の期間は多分数高月に，そして非常に弱い温度低下は非常な長さになるだろう。

　核戦争後に予想される気候変化のその他の面には触れないで，核戦争による気候変化は第8章で説明

した地質時代の気候的破局に匹敵する巨：大な気候的破局の特徴を持っているということだけを指摘して

おこう。

　上に説明した核戦争後の予想気候変化の計算は非常にモデル的であるが，いま対象としている課題の

多くのパラメータ，とくに野守圏内に入るエアロゾル量の評価に関係しているパラメータの非常な不確

実さを考えると，土記のようなモデル化は妥当なことである。

　このような関係から，上に説明した評価を利用すると無制限核戦争は生物圏全体に破局的影響を与え

うると確信をもっていうことができる。

　この生態的破局のなかで数多くの動・植物種が絶滅してしまうという公算と並んで，この破局は核爆

発後も生き残っている人類に対して新しい惨禍をもたらす。急激な寒冷化（とくに住宅に暖房設備のな

い温暖気候域で）は多くの入々を寒さで死に致らしめるだろう。しかしながら，これは世界的な気候寒

冷化が人類に与える主な危険ではないだろう。農業生産システムの破壊はより重大な結末をもたらすだ

ろう。平均気温が非常に低下すると，植物の光合成生産力は著しく低下し，このために農作物の収量は

完全に，またはほとんど完全にとれなくなるだろう。CrutzenとBirks（1982）が指摘しているように，

光合成生産力は地表面へ入射する太陽放射の著しい低下によっても同じように低下する。

　現在の地球全体の食糧備蓄量は毎年の消費量に比較すればわずかであるので，食糧生産のストップま

たは急激な低下は多数の人の餓死をもたらす。
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　前世紀の初めにおける非常に巨大な火山噴火の一つ，1815～綿16年におけるタンボラ火山の噴火の

結果は，上に説明した核戦争後の気候変化によって生ずると思われるそれに似ていることを捲摘してお

こう。タンボラ火山喰火後に地球平均気温は0．5～1．0℃低下したにすぎないけれども，この時の寒冷

天候は多くの熱帯地域で作物収量を急激に低ドさせた。そして住罠の一部は飢餓のため死亡した（Ca－

nap　athy，1980）。これからわかるように，核戦争による人為的な気候破局は計り知れないほど深刻な

結末をもたらす。

　多数の核弾頭の爆発は生命界にとってもう一つの破滅的な周辺環境の変化をもたらす。莫大な量の窒

素酸化物の放出は成層圏内のオゾン量を大幅に低下させうる（Cruもzen　and　Birks，1982；1zrae圭’；

Peもrov，　Severov，1983）。　hrael！らの計算によると，熱核弾頭の爆発後，オゾンの含量は30～（沁

％も減少する。そして，この低下は数早月にわたって続く。よく知られている通り，オゾン幕の効果が

弱まると地表に入射する太陽紫外部放射の強さが署しく強くなる。紫外部放射が増すと生物の一部は死

滅し，また特殊な病気（たとえば人の皮膚がん）の発生率が急増する。

　概略的には，熱核戦争は地質時代の巨大な生態的破局に匹敵するような汎地球的な生態的破局をもた

らすと考えることができる。しかしながら，その影響が多くの動物の絶滅に限られていた地質時代の破

局と違って，熱核戦争は，生物の大量死減の他に，発達した人悶圏の創造という未来を完全に抹殺して

しまうおそれがある。すなわち，生物圏の長期的存続の見通しを完金に抹消してし遠う。熱核戦争によ

って現在の文明の主要な中心地は破壊されてしまうと考えられるので，この生態的破局をくぐり抜けて

生きのびた小数の入曽が，地球生態系の管理法の研究に不可欠な科学と技術の現在のレベルを回復させ

るための物質的環境を見出しうると考えるのは大変むずかしい。物質的可能性が欠除しているというこ

との他に，熱核戦争による破局的結末後における科学一技術的な発展への熱戦の喪失は，この場合大き

な意義をもつものと考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　いま研究している人為的な生態的破局の予防の必要性に関する問題は，熱核戦争の偶発の可能性をな

くす課題に止まることはない。このような核戦争の準備そのものは，世界の人々に大きな苦難をもたら

している。世界の高度に発達した国々での軍備への投資の高レベルは，多数の人々の死亡，有用鉱物の

埋蔵量の消耗，周辺環境の悪化，世界気候の変化とむすびついている地球的な生態一経済的破局の鳳避

の可能性を低めていることを藩中しなければならない。

　軍備レベルの急激な低下だけが，管理地球生態系の創出プランの実施の可能性を，また生物圏の長期

的存続の確保の可能性を与えてくれる。

　1983年5月にモスクワで，核戦争の脅威からの人類の回避，軍備撤擁および平和に関する科学者の会

議が開かれた。この会議において，次のようなアッピール《我々の時代における平和の維持は人類にと

って第1級で，かっ最も現代的な要求であると我々は固く信じている。現在。人給および政府にとって

熱核戦争による絶滅を避けること以上に：重要でかつ切迫した問題は存在しない。………

　我々は軍備時代からの入類の脱出の実現の可能性を信じよう。われわれは，力と資源の不条理な消費

のストップ，i互大な工業ポテンシャルと科学一技術ポテンシャルの世界の生産力への転換は，人類の生

活の質をよりょくする物質的幸福の作出にとって非常に広い可能性を開くと確信している。疑惑と恐怖

からの国際環境の解放にとって，良好な科学的協力の発展にとって，また当面する世界的問題の合理的

な解決にとって，軍備撤廃がいかに良い結果をもたらすかを明瞭に示そう。……》（アッピール，1983）。

　熱核戦争の可能性を取り除く問題は，疑いなく現代の中心的課題である。
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結 論

　本書のなかで説明した資料から，つぎのような主要な結論をうることができる。

　生物圏のエネルギー状態およびそのなかでの各種物質の循環を研究すると，生物圏の歴史をよりょく

理解し，その現在の状態を評価し，そして未来における生物圏の発達の前途を明らかにすることができ

る。

　生物圏の進化を研究する場合には，生命帯（生物の生存できる物理的および化学的条件の範囲）が天

体上での物理・化学的条件の変化範囲に比較して非常に狭いということを考慮しなければならない。個

々の生物種またはグループの生命帯はさらに狭い。地球の外殼内の物理的および化学的な条件は，太陽

放射の進化，構造地質学的過程（特に地球のマントルの脱ガス）の変動，ある程度大きい小惑星の地球

上への落下などのために常に変化しているので，これらの変化は生物の進化にとって重要な要因であっ

た。特に不都合な変化は生物の多くの種を絶滅させ，生物圏の存続に損害を与えた。

　上に説明した生物圏進化の外部要因は，地球上での生物の生存には関係なく生物圏に作用しているの

で，窪0億年の長きにわたっての生物圏の維持，いわんやそれの長期にわたる段階的進歩は，多分，確率

の非常に低い出来事である。これから，地球外生命，とくに地球外文明の発見の見通しは実際にはない

といえるだろう。

　現生入類の出現は生物圏の発展における最大の第目であった。現在においても，すでに人類の活動は

生物圏の様々な局地的変化をもたらす重要な要因であり，また大気の化学組成と気候への経済活動の働

きかけのために，生物圏の地球的変化の原因でもある。

　生物圏への人類の作用は複雑な特徴をもっている。多くの場合，経済活動の結末は局地的な生態的破

局をもたらした。そして，これらの局地的破局は地球的破局に質的に変化する可能性をはらんでいる。

最も重大な結末は，大方熱核戦争にむすびついている生態的破局だろう。このような熱核戦争による生

態的破局は，人類および生物圏の今後の存続を危険にさらすことになろう

　一方，数多くの例からわかるように，人類の指向的な活動は生態的破局を回避するのを助ける。それ

ゆえ，管理地球生態系の創出の見通しに期待がもたれる。このような管理生態系では，人為的な生態釣

破局が生物圏を危険にさらすことも，または自然的要因に起因する生態的破局が生物圏を危険にさらす

ことも回避されるだろう。このような条件下では，生物圏の存続期間は大幅に長くなると思われる。

　我々の身近かの宇宙域内に地球外知的生物がいないことを考慮すると，入間圏の発展の唯一つの源と

思われる地球文明の維持と将来の発展にとって，人類は特別な責任をもっていることを認めなければな

らない。今後数10年閥は，宇宙内での知的生物の維持と広がりとを確保する人類の能力が開らかになる

非常に重要な時期である。
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