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宇宙の元素存在度

H  2.79x1011 
He  2.72x109 
O  2.38x107 
C  1.01x107 
Ne  3.44x106 
N  3.13x106 
Mg 1.07x106 
Si  1.00x106 
Fe  9.00x105 
S  5.15x105 
Ar  1.01x105 
Al  8.94x104 

元素存在度を上から12位まで
ならべると以下の様になる



宇宙の元素合成
太陽大気（吸収スペクトルから推定）と始原的隕
石(CIコンドライト）の元素存在比は一部を除き
良く一致する（図２７）。これはＣＩコンドライ
トが太陽系形成期の元素組成を保存していると見
なせることを示している。

宇宙での元素合成 
〇宇宙創世時の元素合成（宇宙創成から数分） 
　主にＨ，Ｈｅが合成。Li, Be, Bは不安定 

〇その後の合成は星の内部の核融合で生成 
　主系列星：Ｈ→He 
　赤色巨星：He→Ｃ，Ｏ 
　太陽質量の３倍以上の星：Ｏ→Ne 
　太陽質量の８倍以上の星： 
　　Ne→Mg→Si→S→…→Fe 

〇鉄よりも重い元素は超新星爆発によって合成され
る。

揮発性



地球を構成する物質
地球表面を構成する元素は宇宙存在度とは大きく異なる。 
地球の固体部分のほとんどはMg, Si, Feとその酸化物 
Mg,SiはOと結びつきやすい 
Feは（特に高温では）酸化物よりは金属となる 

地球全体の構成が宇宙の元素存在と同じとすると 
　Mg：Si：Fe：O = 1.1：1.0：0.9：23.8  
　　MgOの原子量は40　　（Mgは24） 
　　SiO2の原子量は60　　（Siは28） 
　　Feの原子量は56 
　　→質量比を計算する（質量数×量比で計算する）と  
　　　MgO：SiO2：Fe = 1.1×40:1.0×60:0.9×56 = 44：60：50 
　　Feの質量比は　50/(44+60+50) = 0.32 
　　これはコアの質量比（33%）と一致する 
鉄のほとんどは金属としてコアへ．残りはマントル（+地殻）へ 
輝石＋カンラン石と推測される． 



地球の初期進化（図14） 
[地］P136-137 

固体圏 
1) 集積加熱による溶融 
2) マグマオーシャン 
3) 金属が密度差によって地球の中心に集
まる 
4) 層構造の形成 
5) マントルの固化 
6) 部分的な融解と固化による地殻の形成 

大気 
1) 太陽系組成原始大気（水素・ヘリウム）

2) 脱ガス大気（水蒸気・二酸化炭素） 
3) 温度低下による降雨で海洋が形成 



太陽系形成論シナリオ（図11） 

1. 太陽と惑星は１つの分子雲コアの重
力収縮によって46億年前に形成された。

2. 原始太陽を原始惑星系円盤と呼ばれ
る公転するガス円盤が取り巻いた。 

3. 円盤中で合体成長した塵が沈殿した
薄い層が重力分裂し、微惑星となった。

4. 微惑星は重力による衝突合体により、
次第に少数の原始惑星へと集積した。 

5. 巨大化した原始惑星衛星に円盤ガス
が落ち込んで木星型衛星を生成した。 

Q:なぜ円盤になるのか？ 



地球の構造の不均質

地震波速度の不均質 
青：速い=低温 
赤：遅い=高温



地球内部の地震波の伝わり方



地球のコアと磁場

外核の対流パターン 
ロール状対流



地球の周囲の磁力線の形　（気象庁地磁気観測所HP）

地球の周囲の磁力線 
［地］P33 

地球磁場による磁力線　＋　
太陽風（荷電粒子の流れ） 
＝＞　磁力線が変形する 

・動いている荷電粒子は磁力
線によって力を受ける。 
・荷電粒子の動きによって生
じる磁力線と地球の磁力線と
の相互作用が力となる．

・磁力線が密な方から粗な方向に力を受ける 
　　　→　荷電粒子をよけるために磁力線が密になる

・荷電粒子は磁力線と平行に動くときには磁場から力を受けない　 
　　　→　荷電粒子はほぼ磁力線に沿って動く



コアの組成 
Fe-Ni合金に軽元素（H,C,O,S,Si） 
親鉄元素が持ち去る（図30）→マン
トルには少ない 
内核固化時に、軽元素が放出され外
核の対流を駆動する 

マントルの組成 
岩石（主にケイ酸塩鉱物からなる） 
ケイ酸塩鉱物(silicate)とは 
　イオン半径の小さなSiを中心に、
周囲に４つのＯを配した４面体を骨
格として構成された鉱物。 
隙間に、イオン半径の小さなMg2+
やFe2+などが入って、規則正しい構
造を造る． 
　



放射性元素による熱生産

U (ppm) Th (ppm) K (%)

大陸地殻 4 15 3.5

海洋地殻 0.5 1 0.8

マントル 0.02 0.08 0.01

堆積岩 4 12 2.7

• 放射性元素は、マントルから地殻
に移動する。 
• 原子半径が大きいので、固体より
も液体に移動する。



かんらん石

輝石

角閃石

雲母（黒雲母、白雲母）

長石（正長石、斜長石）

結晶構造 ［地］P102-105 
Ｏが隣接する骨格にどの様に共有されるかによって，鉱物の結
晶構造が変わる。代表的な鉱物は以下の通り。

石英

隣のSiとOを共有しない 
SiO4

隣のSiと2つのOを共有する 
(Mg,Fe,Ca)SiO3

隣のSiと外側では２個， 
内側では３個のOを共有する

隣のSiと３個のOを共有する
隣のSiとすべてのOを共有する 

一部SiがAlに置換 
斜長石　CaAl2Si2O8, NaAlSi3O8

隣のSiとすべてのOを共有する 
SiO2



地表の岩石

複合物質の溶融→部分溶融が起きる 
部分溶融によって化学的な分化が起きる 

（図32）マントルの代表的な鉱物であるかんらん石の相図 
部分溶融を理解するための図 

ソリダスとリキダスに挟まれた領域は部分溶融の状態。

［地］P96-97



マグマ生成  [地］P96-99 
　中央海嶺、ホットスポット、沈み込み帯でマグマが形成される
（図３３） 
〇中央海嶺（図48）：海底の大山脈で玄武岩生成（地表の火星活
動の過半） 
〇ホットスポット（図45）：マントル深部からマントル上昇 
　浅部でマグマ生成 
　高温マグマ（MgＯに富む） 
〇沈み込み帯（図48）：水＋玄武岩で再溶融



• 海洋地殻の形成 
• 海嶺でできたマグマが固まって形成される	
• 海嶺におけるマグマの上昇と噴出、さらにその後の海底での堆積に
よって層構造を作る	

• 液相濃集元素が地殻へ移動（Na,K,Fe,Ca,Al,Si,Ti,REE,U）

海洋堆積物
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Fig:  Magma process at an oceanic ridge. Left: Rough illustration of magma process at an oceanic 

ridge. Right: The process in which oceanic crust is produced.  The upwelling of magma is 

induced by the  pull apart of plates at the ridge. 

[地］P70



大陸地殻の形成 

・沈み込みに伴う付加体の形成 
・沈み込みによるマグマ活動 

[地］P120


