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15・1　大気の温度とは
　物理化学は物質の変化を理論的に解明する学問である．Ⅰ巻とⅡ巻では，原
子，分子のエネルギーの状態がどのようにして決まり，どのように変化するか
を説明した．Ⅲ巻とⅣ巻では，分子集団のエネルギーの状態がどのようにして
決まり，どのように変化するかを，個々の原子，分子のエネルギーに基づいて
説明した．最近，危惧されている地球温暖化も物質のエネルギーの状態の変化
だから，物理化学を使って理解できるはずである．この『基礎コース物理化学』
の総復習として，以下に，地球温暖化を考える．
　表 15・1に示したように，大気は物質量比（体積百分率）で約 78％の窒素
と約 21％の酸素と約 1％のアルゴンからできている（Ⅲ巻§1・1）．物質量比
が 0.04％と極微量であるが，二酸化炭素も表 15・1に載せた．大気には，その
他にも水蒸気が存在するが，その物質量比は気温や湿度に大きく依存するの

　これまでに説明した物理化学の基礎知識を使って，地球温暖化を分
子レベルで理解する．大気の温度は大気を構成する N2分子，O2分
子，Ar原子の並進エネルギーで決められる．水素や化石燃料などの
燃焼，電気機器や家電の使用など，科学技術の発展とともに熱エネル
ギー源は増え続け，大気の温度が上昇していることを理解する．

15
地 球 温 暖 化

表 15・1　乾燥空気を構成する物質

物 質 物質量比
（体積百分率％）

定圧モル熱容量
CP / J K－1 mol－1

室温で熱エネルギーが
関係する分子運動

アルゴン  0.93 20.79 並進
窒 素 78.08 29.12 並進，回転
酸 素 20.95 29.36 並進，回転
二酸化炭素  0.04 37.11 並進，回転，変角振動
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で，ここには載せていない．たとえば，雨が降って湿度が 100％ならば，大気
中に存在する水蒸気の量は問題 11・8の解答で与えられていて，25 ℃で約
0.0311 atmだから，大気中に存在する水蒸気の量は二酸化炭素の約 80倍にな
る．
　Ⅲ巻§1・5で説明したように，気体の温度は気体を構成する分子の並進運
動のエネルギー（並進エネルギー）の平均値に比例する．並進運動とは，分子
が空間を移動する運動のことである．たとえば，大気を構成する N2分子や
O2分子が，アルコール温度計＊に衝突して並進エネルギーを渡せば，アルコー
ル分子の並進エネルギーが増え（Ⅳ巻§1・3参照），そして，アルコールの体
積が増える．分子は並進エネルギーが増えると激しく動くので，動く空間（体
積）が増えるという意味である．そして，時間が経って，大気とアルコールが
熱平衡状態になれば，アルコールの高さから大気の温度を知ることができる．
図 15・1では，N2分子や O2分子を  で描き，並進エネルギーの大きさを矢
印の長さで表現した．一方，アルコール分子の並進エネルギーの大きさ（動く
空間）を  の大きさで表現した．熱平衡状態で，アルコール温度計のアル
コールの高さは，大気を構成する N2分子や O2分子の並進エネルギーを反映
する．

図 15・1�　大気を構成する N2分子や O2分子の並進エネルギーが増えると，
温度計のアルコール分子の並進エネルギーが増える

（a）気温が低い

温度が上がる

アルコール

大 気

（b）気温が高い

　大気を構成する微量成分の Ar原子の運動は並進運動だけである．一方，主
成分の N2分子や O2分子は二原子分子であり，並進運動のほかに，化学結合
に垂直な軸を回転軸として，2個の原子核がくるくると回る回転運動や，2個

＊　現在は赤い色素を加えた灯油が温度計として使われている．
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の原子核の距離が伸びたり縮んだりする伸縮振動もある（Ⅱ巻§1・3）．ただ
し，伸縮振動のエネルギー準位の間隔は広いので（Ⅱ巻§4・4），室温では熱
エネルギーにほとんど関係しない（Ⅲ巻§5・5）＊．また，回転運動のエネル
ギー準位の間隔は狭いので（Ⅱ巻§2・2），室温で熱エネルギーには関係する
が，温度計に衝突するための並進エネルギーでないので，温度に直接には関係
しない．つまり，N2分子や O2分子が同じ位置で，いくら速く回転しても，衝
突しなければ，温度計のアルコールの高さは変わらないという意味である．
　表 15・1をみるとわかるように，窒素や酸素の定圧モル熱容量 CPはアルゴ
ンに比べて約 1.4倍も大きい．Ar原子には並進運動しかないが，N2分子や O2

分子には回転運動もあるので，窒素や酸素はアルゴンに比べて温まりにくい．
CPの物理的意味を理解するためには，たとえば，川幅のようなものをイメー
ジするとよい．CPが大きいということは，川幅が広いことに相当する．川幅
が広ければ，降った大雨の量が同じでも，水位はそれほど上がらない．大雨が
熱エネルギーに相当し，水位が大気の温度に相当する．もっと川幅の広い気体
が二酸化炭素である．二酸化炭素の CPは窒素や酸素の約 1.3倍である．CO2

分子には回転運動のほかに，変角振動（結合角が変化する運動）もある（Ⅱ巻
§12・2）．与えられた熱エネルギーは回転運動や変角振動にも使われるため
に，並進エネルギーの増え方は少なくなる．もしも，大気のすべてが二酸化炭
素ならば，熱エネルギーによる温度の上昇は，現在の大気よりも 20％も少な
くなる．

＊　古典力学で扱うことのできる物体のエネルギーは連続であるが，量子論で扱わなければならな
い分子のエネルギーは不連続である（Ⅰ巻参照）．エネルギー準位の間隔が広いと，室温で分子
が熱エネルギーを受取る確率は少ない．一般に，伸縮振動は変角振動よりもエネルギー準位の間
隔が広い（Ⅱ巻§12・3）．

15・2　大気の温度を上げるエネルギー源
　前節で説明したように，熱エネルギーを与えると，大気の温度は上がる．た
とえば，物質量が 1 mol（圧力が 1 atmで，体積が約 0.0244 m3 ＝ 29 cm×29 

cm×29 cm）の水素を燃焼したとする．放出される熱エネルギーは，反応エン
タルピーを調べればわかる．Ⅳ巻§10・3で説明したように，

H2 ＋ （1/2）O2 → H2O（水）　　Δr
　H
∅

 ＝ －285.8 kJ

だから，2.858×105 Jの熱エネルギーが放出される〔（10・2）式参照〕．1分間
（15・1）
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に 1 molの水素を燃焼したとすると，1日に大気に放出される熱エネルギーは，
2.858×105×60×24 ≈ 4.12×108 J

と計算できる．水素を東京ドームの中で燃焼させたとする（図 15・2）．東京
ドームの中の大気（体積は約 1.24×106 m3）の物質量は，

1.24×106 m3/（0.0244 m3 mol－1） ≈ 5×107 mol

である．窒素と酸素の CPはいずれも約 29 J K－1 mol－1だから（表 15・1），東
京ドームの中の大気の 1日あたりの温度上昇 ΔTは，

ΔT ＝ 4.12×108 J
（5×107 mol）×（29 J K－1 mol－1）

 ≈ 0.284 K

となる．つまり，1か月で約 9 ℃（約 9 K）も上がることになる．

図 15・2�　水素を燃焼させると大気の温度（N2分子や O2分子の
並進エネルギー）が上がる

毎分 1 molの水素を燃焼する
と，東京ドームの中の大気は
1か月で約 9℃上がる

東京ドーム

水素の燃焼

　身のまわりには，大気の温度を上げる熱エネルギー源があふれている．たと
えば，電気ストーブは大気を温めるために使われるし，冷蔵庫のまわりの空気
も，オーブンレンジのまわりの空気も温かい．パソコンはハードディスクが熱
くならないように常にファンが回っていて，温かい空気が放出されている．1

台のパソコンが放出する熱エネルギーは微々たるものだが，世界中のパソコン
のハードディスクが，プログラムの更新のために熱エネルギーを放出すれば，
大気の温度はある程度上がることになる．
　電気機器は必ず熱エネルギー源になって，大気の温度を上げる．その理由
は，導線などの金属には抵抗があり，電流が流れると，熱エネルギーが必ず放
出されるからである．これはジュールの法則として知られている．

熱エネルギーの総量 ＝ 抵抗値×（電流値）2×時間
そうすると，超伝導物質（抵抗値 ＝ 0）でも使わない限り，送電線で電気を送
るときも，畜電池に電気を溜めるときも，電気機器を動かすときも，熱エネル
ギーが放出され，大気の温度は上がる（図 15・3）．さらに，電気をつくるた

（15・2）

（15・3）

（15・4）

（15・5）
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めの火力発電所では，化石燃料を燃焼させるので，莫大な熱エネルギーが大気
に放出され，大気の温度が上がる．原子力発電所では，核分裂によって，自然
界にない核エネルギーを人工的に生み出す．核エネルギーは莫大な熱エネル
ギーに変換されて，大気に放出され，大気の温度が上がる．また，莫大な冷却
水が温められて海に捨てられ，海水の温度も上がる＊．

図 15・3　電気を使うと大気の温度が上がる

熱エネルギー 熱エネルギー

熱エネルギー

発電所 送電線 パソコン

　さまざまな熱エネルギー源によって，大気の温度は上がる．それ以外の大気
の温度を決める大きな要因は，大気（N2分子や O2分子など）が地表（地面や
海面）との衝突で熱平衡状態になることである．地表の近くにある大気は常に
地表と衝突して，地表とエネルギーをやり取りする（Ⅳ巻 1章参照）．そうする
と，地表の近くの大気の温度は地表の温度であると考えてよい（図 15・4）．
また，地表から離れている大気は，直接，地表と衝突する機会は少ないが，地
表の近くの大気との衝突によって，並進エネルギーをやり取りする．つまり，

＊　水力発電は位置エネルギーを利用し，風力発電は大気を構成する分子の並進エネルギーを利用
し，熱エネルギーを放出しない．ただし，厳密にいえば，発電機を回すために，摩擦エネルギー
が熱エネルギーに変換されて，熱エネルギー源となる．

図 15・4　地表の温度が上がると大気の温度が上がる

大 気

地 殻
地 表

大気から大気への
エネルギーの移動

地表から大気への
エネルギーの移動
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地表の温度が上がれば大気の温度が上がり，地表の温度が下がれば大気の温度
も下がる．それでは，地表のエネルギーはどのようにして供給されているのだ
ろうか．

15・3　地表の温度を上げるエネルギー源
　地球の中心には，水素や炭素などを含む鉄やニッケルなどの金属からできた
核（内核は固体，外核は液体）がある．核はコアともよばれる．コアの圧力は
約 4×106 atm，温度は約 6000 Kといわれている．ちょうど，核融合炉が地球
の中心にあるようなものである．核融合によって生み出された核エネルギー
は，熱エネルギーに変換される．コアのまわりにはケイ酸塩鉱物を主成分とす
るマントルがある．マントルは固体であるが，超高圧および超高温なので，莫
大な熱エネルギーによって対流する（図 15・5）．マントルの対流によって，
コアのエネルギーは地殻の近くまで移動する．地殻の成分はマントルとあまり
変わらないが，温度が低いので対流しない．マントルの温度はコアの近くでは
約 4000 Kであるが，地殻の近くでは約 2000 Kといわれている．地殻への熱エ
ネルギーの移動によって，マントルの温度は下がる．地殻に移動した熱エネル
ギーは地表へと移動して，地表の温度が上がる（図 15・5）．地表の温度を決
める要因の一つは，コアの核エネルギーである．そして，大気（N2分子や O2

分子など）は，地表との衝突によって並進エネルギーを得るので，大気の温度
は上がる．

図 15・5　コアから移動するエネルギーによって地表の温度が上がる

マントルから地殻への
エネルギーの移動

地 表
地 殻

マントル

コア

コアからマントルへの
エネルギーの移動

　地表の温度を上げるもう一つのエネルギー源が，太陽から放射される電磁波
（太陽光）である．電磁波の振動数を oとすると，電磁波のエネルギーは hoで
ある（Ⅰ巻§1・4）．比例定数の hはプランク定数であり，振動数が高くなる
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と，電磁波のエネルギーも高くなる．電磁波が物質に吸収されて，電磁波のエ
ネルギーが熱エネルギーに変換されれば，物質の温度は上がる．しかし，大気
を構成する N2分子も O2分子も Ar原子も電荷の偏りがないので，永久電気双
極子モーメントがない（Ⅱ巻§2・3）．永久電気双極子モーメントがないと，
原子，分子は電磁波を吸収できない（Ⅱ巻§4・5）．つまり，N2分子や O2分
子などの大気を構成する分子の 99.96％は，マイクロ波も赤外線も可視光線も，
ほとんどの紫外線も吸収できないので，大気が太陽光によって温まることはな
い．
　一方，地面は固体でできていて，海面は液体でできている．地面はマイクロ
波，赤外線，可視光線，ほとんどの紫外線を吸収して，そのエネルギーは熱エ
ネルギー（格子振動エネルギーなど）に変換される．海水もマイクロ波，赤外
線を吸収する．海水は透明だから可視光線を吸収しないように思えるが，それ
でも少しは吸収する．深海では，すべての可視光線が海水によって吸収されて
しまうので，真っ暗闇になる．液体は吸収した電磁波のエネルギーを分子クラ
スターの運動エネルギーなどに変換する（Ⅳ巻§7・3）．
　大気（N2分子や O2分子など）と異なり，地表（物体）は太陽光を吸収す
る（図 15・6）．その結果，地表は昼に温度が上がり，太陽光があたらない夜
に温度は下がる．すでに説明したように，大気は地表と熱平衡状態になってい
るので，大気の温度（N2分子や O2分子などの並進エネルギー）は，地表の
温度と同様に，昼は上がり，夜は下がる．

図 15・6�　太陽光の吸収によって地表の温度は上がり，地表の温度が上がると
大気の温度も上がる

太陽から地表への
エネルギーの移動

地 表
地 殻

太陽光

太陽

15・4　地表の温度を下げる赤外線放射
　すでに説明したように，大気の温度（N2分子や O2分子などの並進エネル
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ギー）はアルコール温度計で測ることができる．しかし，地表（物体）の温度
をアルコール温度計で測ることはむずかしい．物体と温度計がしっかり接触し
ていないと熱平衡状態にならず，物体の中の原子，分子の運動エネルギー（格
子振動エネルギーなど）が温度計に正確に伝わらないからである．そこで，物
体から放射される電磁波の強度分布を調べて，物体の温度を測る．電磁波を吸
収する物体は，電磁波を放射する．室温では，放射される電磁波のほとんどが
マイクロ波や赤外線であるが，高温になると，可視光線や紫外線などのエネル
ギーの高い電磁波を放射するようになる．太陽は約 6000 Kの高温の物体なの
で，さらにエネルギーの高い X線や γ 線なども放射する（Ⅰ巻§1・3）．放射
される電磁波の強度分布（エネルギー密度分布）は温度に依存するので，電磁
波の強度分布から物体の温度を決めることもできる．人間の身体も物体だか
ら，室温では赤外線が放射される．風邪をひいて体温が上がると，放射される
赤外線の強度分布が変わるので，非接触型温度計でも，風邪をひいているかど
うかを判定できる．
　アルコール温度計は分子の並進エネルギーに基づく気体の温度を測る．一
方，非接触型温度計は，物体から放射される電磁波の強度分布に基づく温度を
測る．大気の温度は非接触型温度計では測れない．なぜならば，すでに説明し
たように，大気の主成分である N2分子や O2分子などは電荷の傾りがなく，
電磁波を吸収しないし，放射もしないからである（Ⅱ巻参照）．容器の中にア
ルコール温度計を置いて，容器の外の気体（大気）の温度を測るとしよう〔図
15・7（a）〕．もしも，容器の中の気体の圧力が 1 atmならば，容器を通して外

図 15・7�　気体（分子）の並進運動の温度と，固体（物体）の電磁波の
放射の温度は異なる

（a）大気中で温度を測る （b）真空中で温度を測る

排気する

アルコール
温度計

非接触型
温度計

容器
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界と並進エネルギーをやり取りするので，熱平衡状態になって，アルコール温
度計は室温を示す（Ⅳ巻 1章参照）．それでは，ポンプを使って容器の中の気
体を排気すると，どうなるだろうか．圧力が下がって，容器の中の分子の数が
減ると，並進エネルギーも減るから，容器の中の気体の温度は下がる．それで
は，完全に真空にするとどうなるかというと，分子がないから，並進エネル
ギーは 0，つまり，絶対零度となる．一方，非接触型温度計は絶対零度を示さ
ない〔図 15・7（b）〕．なぜならば，分子が衝突しなくても，固体の容器から放
射される赤外線の強度分布を測定するからである．電磁波は電場と磁場が振動
しながら進む波なので，物質がない真空でも伝わることができる．つまり，非
接触型温度計が示す温度は真空の温度ではなく，容器の外の気体（大気）の温
度を示す．
　気体（大気）の温度を決める分子の並進エネルギーと，固体（物体）の温度
を決める電磁波のエネルギーには，もう一つの大きな違いがある．すでに説明
したように，電磁波は物質のない真空でも伝搬する．したがって，地表から宇
宙に向かって電磁波が放射されれば，電磁波は hoのエネルギーをもつので，
地表のエネルギーは減って，地表の温度は下がる（図 15・8）．地表の温度は
太陽よりも低いので，おもに赤外線が放射される．大気（N2分子や O2分子
など）は地表と衝突して熱平衡状態になっているので，地表が赤外線を宇宙に
放射して温度が下がれば，大気の温度も下がることになる．一方，大気を構成
する分子の並進エネルギーは，宇宙に放出されない．地球は宇宙に浮いている
ので，ちょうど，魔法瓶の中のお湯のようなものである．魔法瓶には熱伝導が
あるので，魔法瓶の中のお湯の温度は少しずつ下がるが，長時間にわたって 

温度は保たれる．宇宙はほぼ完璧な魔法瓶なので，大気が宇宙に放出されな 

図 15・8�　赤外線の放射によって地表の温度は下がり，地表の温度が下がると
大気の温度も下がる

地表から宇宙への
赤外線の放射

地 表
地 殻

宇 宙
赤外線
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＊　CO2分子が太陽から放射される赤外線を吸収すると，地表が吸収する赤外線が減って地表の
温度が下がり，地表と熱平衡状態にある大気の温度が下がることになる．

15・5　二酸化炭素の衝突寿命と赤外線放射寿命
　CO2分子は対称的な直線三原子分子であり，永久電気双極子モーメントが
ない（Ⅱ巻§12・4）．したがって，回転運動に関係するマイクロ波を吸収した
り，放出したりすることはない（Ⅱ巻§2・3）．しかし，直線から折れ曲がっ
て変角振動すると，電気双極子モーメントが誘起されるので，CO2分子は赤
外線を吸収する（物質量比が二酸化炭素の約 80倍ある水蒸気も赤外線を吸収
する）．そうすると，大気を構成する 99.96％の N2分子，O2分子，Ar原子と
異なり，0.04％の CO2分子は地表から放射される赤外線を吸収する＊．CO2分
子は赤外線を吸収すると，エネルギーの高い振動励起状態になる（Ⅱ巻§8・
1）．CO2分子の振動エネルギーが増えるから，大気の温度が高くなるかとい
うと，そうではない．振動エネルギーは並進エネルギーではないので，振動エ
ネルギーが増えただけでは，大気の温度は上がらない．同じ位置で速く振動し
ても，温度計に衝突するための並進エネルギーが増えなければ，温度計が示す
温度は高くならない（Ⅳ巻 34ページの脚注 2参照）．
　振動エネルギーを並進エネルギーに変換するためには，CO2分子が N2分子
や O2分子や Ar原子と衝突する必要がある（図 15・9）．どのくらいの頻度で
衝突するかについては，Ⅲ巻§3・5で説明した．たとえば，1 atm，300 Kで，

図 15・9�　赤外線を吸収した CO2分子が N2分子，O2分子，Ar原子と
衝突したときに，エネルギーが移動する

エ
ネ
ル
ギ
ー

赤外線の吸収 エネルギー移動

衝 突

CO2分子
（振動エネルギー）

N2分子，O2分子，Ar原子
（並進エネルギー）

ければ，地球の大気の並進エネルギーは減らない．つまり，大気の温度は下 

がらない．
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N2分子どうしが衝突する衝突頻度は，約 7.30×109 s－1である〔Ⅲ巻（3・28）
式〕．衝突頻度というのは 1秒間に衝突する回数のことである．CO2分子が N2

分子や O2分子に衝突する頻度も，桁は変わらないとすると，1回の衝突にか
かる平均時間（衝突頻度の逆数）は約 10－10 s（＝ 0.1 ns）となる．つまり，大
気を構成するすべての分子は衝突によってエネルギーをやり取りして，常に熱
平衡状態になっていると考えてよい．
　赤外線を吸収しなくても，熱平衡状態では，分子どうしの衝突によってエネ
ルギーをやり取りして，一部の CO2分子が振動励起状態になっている．振動
基底状態の分子数 N0に対して，どのくらいの振動励起状態の分子数 N1があ
るかというと，ボルツマン分布則（Ⅱ巻§2・4，Ⅲ巻§2・2）を使って計算で
きる．

N1

N0
 ＝ exp（－ ΔE

kBT）
ここで，ΔEは振動基底状態と振動励起状態のエネルギー差，kB（≈ 1.381×
10－23 J K－1）はボルツマン定数，Tは熱力学温度である．CO2分子の変角運動
のエネルギー差は 667 cm－1（o ≈ 2.00×1013 s－1）だから，プランク定数 h（≈ 

6.626×10－34 J s）を掛け算して，エネルギー差は ΔE ≈ 1.325×10－20 J とな
る＊．そうすると，室温（T ＝ 298.15 K）で，振動励起状態と振動基底状態の
分子数の比 N1/N0は，

N1

N0
 ＝ exp（－ 1.325×10－20

1.381×10－23×298.15） ≈ 0.04

（15・6）

（15・7）

＊　室温（298.15 K）で，1 molの大気の並進エネルギーはモル気体定数 R（≈ 8.3145 J K－1 mol－1）
を使って，（3/2）×8.3145×298.15 ≈ 3.7×103 Jと計算できる〔Ⅲ巻（1・20）式参照〕．かりに，1 
mol（≈ 6.022×1023個）の大気に含まれる二酸化炭素（0.04％）のすべてが赤外線を吸収したと
すると，そのエネルギーは 0.0004×6.022×1023×1.325×10－20 ≈ 3.2 Jとなって，並進エネルギー
の 1000分の 1以下である．かりに，すべての二酸化炭素が炭素（グラファイト）の燃焼によっ
て生成したとすると，放出される熱エネルギーは 0.0004×393.5×103 ≈ 1.6×102 Jと計算できる
〔Ⅳ巻（10・3）式参照〕．

と計算できる．つまり，地表から放射される赤外線がなくても，熱平衡状態
で，CO2分子の 4％が振動励起状態になっている．これが，窒素や酸素よりも
二酸化炭素の温度が熱エネルギーで上がりにくい理由でもある（表 15・1 CP

参照）．もしも，CO2分子が熱平衡状態になっている N2分子や O2分子や Ar

原子の並進エネルギーを受取り，振動励起状態の CO2分子が赤外線を宇宙に
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放射すれば，大気の温度が下がることになる．
　振動励起状態の CO2分子が，N2分子や O2分子と衝突する前に，赤外線を
放射（自然放射）する可能性はあるだろうか．振動励起状態の分子が赤外線を
放射するまでの時間を実験で決めることはむずかしい．そこで，実験で決める
ことができる電子励起状態からの可視光線，紫外線の放射寿命（蛍光寿命とい
う）を使って，見積もることにする．多くの分子の蛍光寿命は約 10－8～10－7 s

（＝ 10～100 ns）である．詳しいことは省略するが＊，モル吸光係数と放射さ
れる電磁波のエネルギー（基底状態と励起状態のエネルギー差）に関する違い
を考慮して，蛍光寿命のアインシュタインの A係数から計算すると，振動励
起状態からの赤外線の放射寿命を蛍光寿命の約 106倍と見積もることができ
る．つまり，振動励起状態からの赤外線の放射寿命は約 10－2～10－1 s（＝ 

10～100 ms）である．振動励起状態が赤外線を自然放射するためには，分子
どうしが衝突するための平均時間の約 108～109倍も時間がかかる．したがっ
て，振動励起状態の CO2分子は，赤外線を自然放射する前に熱平衡状態にな
ると思われる．大気がやり取りするエネルギーを図 15・10にまとめた．

＊　たとえば，近藤 保編，小谷正博，幸田清一郎，染田清彦著，“大学院講義物理化学”，東京化
学同人（1997）を参照．

図 15・10�　系（大気，地表，地殻）に対するエネルギーの吸収と放出
（  は系内のエネルギー変換）

地 表

赤外線

熱エネルギー
（水素の燃焼，
  電気の使用
  など）

熱平衡

コアの核エネルギー

大気

並進運動
N2，O2，Ar

振動運動
CO2

地 殻

太 陽
宇 宙

系
外 界太陽光



191章　末　問　題

ま　と　め

1．　大気（気体）は熱エネルギーで温度が上がる．
2．　地表（固体）は太陽光とコアの核エネルギーで温度が上がる．
3．　地表は赤外線を放射すると温度が下がる．
4．　大気は地表と熱平衡状態にあり，地表の温度が上がると大気の温度も
上がり，地表の温度が下がると大気の温度も下がる．

5．　99.96％の大気（N2，O2，Ar）は太陽光で温度は上がらない．
6．　0.04％の大気（CO2）は赤外線を吸収する．
7．　赤外線を吸収した CO2は振動運動が激しくなるだけで，大気の温度
は上がらない．

8．　赤外線を吸収した CO2は赤外線を放射する前に，ほかの大気成分と
熱平衡状態になる．

9．　赤外線を吸収した CO2（0.04％以下）の振動エネルギーが，ほかの大
気成分（99.96％以上）の並進エネルギーになると，大気の温度は上が
る．

10．　熱平衡状態にある CO2が，ほかの大気成分の並進エネルギーを振動
エネルギーとして受取ると，大気の温度は下がる．

章末問題
15・1　大気の温度（N2分子や O2分子などの並進エネルギー）は，人類が放
出する熱エネルギーや，山火事などの自然現象で放出される熱エネルギーに
よって上がる．また，地球のコアの核エネルギーや，太陽が放射する電磁波の
エネルギーによって地表の温度が上がり，熱平衡状態になっている大気の温度
が上がる．次の現象の原因がどのエネルギーに対応するかを答えよ．
（1）エアコンの暖房をつけると部屋が温かい．
（2）北極圏にあるアイスランドの冬はフィンランドの冬よりも温かい．
（3）夜は寒くて，昼は温かい．
15・2　太陽から地表に届く電磁波が妨げられるために，地表の温度は上がり
にくくなり，大気の温度が上がりにくくなる．次の理由を説明せよ．
（1）晴れた昼は温かく，曇った昼は寒い．
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（2）夏でも木陰は涼しい．
（3）火山が噴火して，火山灰が大気中に放出されると寒くなる．
15・3　地表の温度が下がりにくくなり，大気の温度が下がりにくくなること
もある．晴れた夜は寒く，曇った夜は温かい理由を説明せよ．氷の粒は気体で
はなく固体である．
15・4　人間の体温は約 36.5 ℃である．皮膚表面の温度はそれ以下である．そ
の理由を説明せよ．
15・5　次の言葉を説明せよ．
（1）熱エネルギー（Ⅳ巻 1章参照）．
（2）気体の温度（Ⅲ巻 1章参照）．
（3）並進エネルギー（Ⅱ巻 1章参照）．
（4）核エネルギー（Ⅰ巻 1章参照）．


