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要旨

暗い太陽のパラドックスの解決策の 1つとして NH3 による温室効果が提唱されている

が, NH3 はその光化学的な不安定性から大気中に長時間安定して存在することが難しい.

この問題を解決するために, 従来の研究では地表から大気中への NH3 の供給, 有機物由来

のエアロゾルによる NH3 の紫外線からの遮蔽, 海洋への NH3 貯蔵の 3つが検討されてき

た. しかしながら, NH3 は水溶性分子であり溶解度の温度依存性のため大気-海洋系では地

表面温度を適温に保つ大気 NH3 濃度が安定に維持されない可能性がある.

そこで本研究では, 原始地球大気における NH3 の温室効果と大気-海洋系での NH3

濃度の安定性について考察した. その結果, 原始地球大気において NH3 分圧が 6.5

×10−7 barあれば地表温度が 273 Kに達するだけの温室効果がはたらくものの, 大気中

に安定して維持されないことが示唆された.
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1 研究背景と目的

冥王代から始生代初期の太陽光度は現在の 75 % ほどしかなかったと考えられており

(Newman and Rood, 1977) , 大気組成が現在と同じであると仮定した場合, この当時の

地球の地表温度は 0℃を下回ると考えられる. 一方, この時代の地球表層には水が存在し

ていたという地質的証拠が残っている (Wide et al., 2001) . この 2つには矛盾があり, 暗

い太陽のパラドックスと呼ばれている. このパラドックスを解決するモデルの 1つとして,

NH3 を含む大気による温室効果が提唱されている (Sagan and Mullen, 1972) . NH3 は

赤外吸収係数が大きく, もしこの時代の地球にある程度の量が存在していれば暗い太陽の

パラドックスが解決される可能性がある. さらに, 大気中に NH3 が存在すると, 生命前駆

物質が合成されやすいことが知られている (Miller and Urey, 1959) . 過去の研究では原

始地球が温暖湿潤であるためには大気中に NH3 混合比が ～10−5 必要であり, 生命前駆

体物質の生成には ～10−8 必要と推定されている (Kasting, 1982) .

その一方で NH3 は光分解されやすく大気中に長い間安定して存在することは難し

い (Kasting, 1982) . この問題を解決するために, これまで地球表面からの NH3 の供給

(Kasting, 1982), 有機物由来のエアロゾルによる紫外線からの NH3 の保護 (Sagan and

Chyba, 1997), 海洋中への NH3 の貯蔵が議論されている.

さらに, 生命誕生には還元的な環境が有利と考えられているにもかかわらず後期重爆撃

期に酸化的なコンドライト隕石が地球に衝突したことで初期地球の大気は酸化的であった

と長年考えられていた (Pollack, 1979) . しかし, 近年の後期重爆撃期の衝突隕石由来の親

鉄性元素の同位体分析によって, この衝突物は還元的なエンスタタイトコンドライト隕石

に近い物質であることが判明し (Fischer-Godde and Kleine, 2017) , この時代の地球大

気が還元的であった可能性が見直されてきている.

しかしながら, NH3 を含む原始地球大気の温室効果については少数のモデル研究しかな

い. Sagan and Mullen (1972) は強吸収帯と弱吸収帯それぞれで大気表皮温度あるいは地

表温度の黒体放射の和が惑星放射になるとして計算を行った. Kurn and Atreya (1979)

はバンドモデルに基づく放射対流計算を行ったが, 大気中の水蒸気量を温度に依存しない

パラメータとして与えていた. このような理由から, 始生代初期の地球大気に NH3 が含ま

れていた場合の温室効果について再考が求められる. また, 従来の研究では NH3 の海洋へ

の高い溶解性については十分な考察がされてこなかった. 海洋が NH3 の巨大な貯蔵庫と

して働いたとすると, 気体溶解度の強い温度依存性によって, 大気-海洋間の NH3 分配が

不安定になる可能性もある.
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そこで本研究では, まず温暖湿潤大気を仮定したときの NH3 混合比と地表温度の関係

を計算する. その上で, NH3 の高い溶解性を考慮したときに, 十分な温室効果をもたらす

のに必要な大気 NH3 混合比が安定に維持され得るのかを考察することを目的とする.

2 原始地球大気における NH3 についての現状の理解

2.1 大気中の NH3 の不安定性

これまでの研究から, NH3 は温室効果ガスとして非常に効果的で混合比

が 10−5の NH3 だけあれば地表温度が 273 K よりも高くなるとされてき

た (Kuhn and Atreya, 1979) . 一方, NH3 には太陽からの紫外線によって N2 に

光分解されやすいという性質もある. もし NH3 の混合比が 10−4よりも少ないと, 40 年

以内に大気中の NH3 がすべて光分解されてしまう (Kuhn and Atreya, 1979) . 始生代

は 15億年続いたため NH3 の温室効果によって暗い太陽のパラドックスを解決するには

NH3の補充や保護のメカニズムが必要である.

この解決策として, 地球表面からの NH3 の供給, CH4 由来のエアロゾルによる紫外線

からの NH3 の遮蔽, NH3 の海洋への貯蓄の 3つが挙げられる.

2.2 地表からの供給による大気中の NH3 濃度の維持

まず地表面からの NH3 の供給の可能性を考える. ここでは Kasting (1982) による分析

をまとめる. NH3 が光分解によって破壊される速さと同じ速さで地球表面から供給される

と仮定して, 必要な地表からの NH3 の供給率を推定する. これによると, 温暖化が引き起

こされるには NH3 の供給が 9.1 ×1011 NH3 molecule/cm2s 必要である. これよりも供

給率が低い場合は, 大気中のNH3濃度は 10−5以下となる.

NH3 の供給源として以下の 3 つを考える. 1 つ目は地表での触媒反応による窒素固

定である. もし, この時代の海洋生物が現在と同じ速度で窒素固定を起こしその窒素が

すべて最終的に NH3 として大気中に放出されていたと仮定するならば, NH3 混合比

は 10−8 から 10−7 と推定できる. 2 つ目は火山によるガス放出である. これは既知の

CO2 放出量と NH3 : N2 から現在の NH3 のガス放出量は 107 NH3molecule/cm2s 以

下であると推定される. したがってNH3が9.1×1011 NH3 molecule/cm2s 供給されるに

は, かつて火山が現在の数万倍活動的でなければならないことになり, これは現実的で

ない. 3 つ目は地表付近の水蒸気によるN2の光還元である. このとき, NH3は局所的に

は 2.0 × 1010NH3 molecule/cm2s から 2.8 × 1011 NH3molecule/cm2s 生成される. も
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し 2.8× 1011 NH3molecule/cm2sの生成速度で NH3 が生成されるのであれば, 地球の地

表 2 %からの生成で NH3 の混合比 10−8が維持される. しかし, 温室効果に十分な 10−5

の混合比を実現するほどの生成は難しい.

2.3 エアロゾルによる紫外線からの遮蔽による大気中の NH3 濃度の維持

CH4 由来のエアロゾルによる紫外線からの NH3 の遮蔽について, 以下, Sagan and

Chyba (1997) の分析をまとめる. 大気中の CH4 は, NH3 とともに光分解され, メチル

ラジカルの酸化, 重合により高分子炭化水素を生成する可能性がある. このとき, NH3 は

2300 Å以下の波長の太陽紫外線によって光分解され, CH4 は 1450 Å以下の波長の太陽

紫外線によって光分解される. 波長が長い光ほど大気中で散乱されにくく大気のより深い

ところまで到達するため, NH3 の光分解は CH4 の光分解よりも低い高度で起こる. CH4

の混合比が 10−5 から 6.0 × 10−4 のとき, NH3の光分解は高度 25 kmから 35 kmで起

こり, CH4 の光分解は高度 40 kmから 75 kmで起こる. したがって, NH3 は CH4 の光

分解から生じるエアロゾルによって太陽紫外線から遮蔽されていた可能性がある. このこ

とを考慮すると, 混合比 10−5の NH3 の寿命は 5000年程度に延びる可能性がある. しか

しながらこれでも 15億年続いた始生代のタイムスケールと比べると非常に短い.

2.4 海洋への貯蔵による大気中の NH3 濃度の維持

そこで, NH3 の高い溶解性に基づいて, このエアロゾルによる NH3 の紫外線から

の遮蔽を前提とした上で, 海洋が NH3 の貯蔵庫となっていた可能性を考える. 以下は

平井 (2019) の内容をまとめる. まずエアロゾルの存在下で混合比 10−5の NH3 の寿

命を 5000 年とすると, 始生代の 15 億年間 NH3 を大気中に維持するには初期貯蔵量

として 5.7 × 1020 mol が必要である. 一方で, 地表温度が 273 K に到達するのに必要

な NH3 分圧は 7.8 × 10−6 bar と推定されており (Kuhn and Atreya, 1979) , このと

き pH8の海洋には 2.94× 1020 molの NH3 が溶解する. NH3 分圧の 7.8× 10−6 barは

物質量に換算すると 1.89 × 1015 molであるため, 海洋と大気中に含まれる全 NH3 量と

して 5.7× 1020 molに近い値を得ることができる. また, 現在の地球において窒素の貯蔵

量の推定値 (N2換算) は, 大気−海洋および地殻中に約 1.8× 1020 mol, 脱ガスを経たマ

ントル中に約 2.5 × 1019 molと考えられており (Zhang and Zindler, 1993) , この総和

とも整合的な値となっている. したがって NH3 がエアロゾルによって紫外線から遮蔽さ

れており, かつ海洋中に貯蓄されていたとすれば, 始生代の間大気中に NH3 を維持する
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ことができる可能性がある.

その一方, NH3 の溶解度は温度に大きく依存するため, 気温変化に対する大気中での

NH3 量の安定性に注意する必要がある. 例えば海水温が上昇するとそれに伴って溶解度が

下がり, それによって大気中の NH3 分圧が上昇して NH3 の温室効果が強まる正のフィー

ドバックが起こり得るため, このとき大気中の NH3 の安定性についての考察も必要で

ある.

3 温暖湿潤大気における NH3 の温室効果と安定性

3.1 原始地球大気における NH3 の温室効果

もし現在の地球大気の温室効果の大部分を担っている CO2 や H2O の吸収係数が低い

8 µmから 12 µmの赤外波長帯における吸収が著しい分子が含まれていれば, それが微量

でも強い温室効果をもたらすことができる. そして,そのような物質の候補として NH3 が

挙げられる. NH3 は CH4 や H2S のような他の代表的な還元的分子種よりも温室効果が

大きい. 過去の研究は大気中の水蒸気量の気温に対する変化がきちんと組み込まれていな

かった. そこで, 本研究では改めて上記の効果を取り込んだ灰色大気の温室効果モデルを

立てる.

大気圧 P の高度 z に対する依存性は次の静水圧方程式にしたがう.

dP

dz
= −ρg = − µ̄g

RT
P (1)

ここで ρは密度, g は重力加速度, µ̄は気体の平均分子量, Rは気体定数, T は温度である.

飽和水蒸気圧 PH2O
は次式にしたがう.

　 PH2O
= 1.4× 1011 × exp

(
−
hH2O

RT

)
(2)

ここで hH2O
は H2O 1 mol あたりの凝結潜熱である. 対流圏の鉛直温度構造は次の湿潤

断熱減率にしたがう.

dT

dz
=

µ̄g
(
1 +

fH2OhH2O

RT

)
C̄p

(
1 +

fH2Oh2
H2O

RT 2

) (3)

ここで fH2O
は H2Oの混合比, C̄p は気体の平均定圧モル比熱である. NH3 の鉛直分布は

次のように定式化した. まず, NH3 が H2O 1 molに溶解する NH3 の物質量 xNH3
を次式

によって得る.
xNH3

= µH2O
KHfNH3

P (4)
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ここで µH2O
は H2Oの分子量, fNH3 は NH3 の混合比である. また, KH はヘンリー定数

であり, 次式のように表される.

ln(KH) = A+
B

T
+ CT (5)

また, 係数は表 1のようになる.

表 1 KH の定数 (Clegg and Brimblecombe, 1989)

A B[K] C[K−1]

-8.09694 3917.507 -0.00314

次に, ある高度で凝結する水蒸気量をグリッドごとの水蒸気混合比 fH2O
の変化量 ∆fN2O

として得る. そして, 次式により凝結した H2Oに溶解する NH3 を除去すると, 各グリッ

ドにおける NH3 の鉛直混合比分布が得られる.

fNH3
(i) = fsurface

NH3
−

i−1∑
j=1

(∆fH2O
(j)xNH3

(j)) (6)

ここで fsurface
NH3

は地表での NH3 混合比である. 対流圏界面は温度が灰色大気の表皮温度

T =
(1
2

) 1
4

Teff (7)

に到達する高度とした. ここで Teff は太陽からの放射と惑星放射がつり合うときの有効

温度

Teff =
(S(1−A)

4σ

) 1
4

(8)

である. ここで, S は太陽定数, Aはアルベド, σはステファン・ボルツマン定数である. 光

学的深さ τ は大気上端を 0として次式を積分して求める.

−dτ

dz
=

κNH3
µNH3

fNH3
P

RT
+

κH2O
µH2O

fH2O
P

RT
+

κCO2
µCO2

fCO2
P

RT
(9)

ここで, κα は分子種 α の吸収係数, µαは分子種α の分子量, fα は分子種 α の体積混合

比である. 大気各層における上向きフラックス F ↑ は以下の式を積分して求めることがで

きる.
2

3

dF ↑

dτ
= F ↑ − πB (10)
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ここで B はプランク関数の波長積分である. このとき境界条件として, 地表面における上

向きフラックスを次式のように設定した.

πB = σT 4
s (11)

ここで Ts は地表面温度である.

計算条件は以下のように設定した. 太陽定数 S は現在値の 75 % である 1024

W/m2, 地球のアルベド A は 0.3 とした. 高度方向のグリッドとして 1 m ごとに高

度 300 km まで作成した. 大気は NH3 と H2O を除いて現在と同量の N2 と CO2 , そ

して NH3 は地表面での混合比を 10−8から 10−5で変化させた. 吸収係数について

は, HITRAN (2012) と ExoCross (Yurchenko et al., 2018) を用いて計算したも

のを赤外域 (波長8 µm～13 µm) で平均することによって, NH3, CO2にそれぞれ

1.68×102m2/kg, 1.86×10−3 m2/kgを与えた. H2Oについては Nakajima et al (1992)に

したがい0.01 m2/kgを与えた.

以上をもとに鉛直温度構造, H2Oと NH3 の鉛直混合比分布を計算すると, それぞれに

ついて図 1～図 6が得られた. ただし図 1, 図 2において地表面の NH3 混合比が 10−8で

地表温度が 238 Kのとき紫線, 地表面の NH3 混合比が 10−7で地表温度が 242 Kのとき

緑線, 地表面の NH3 混合比が 10−6で地表温度が 280 Kのとき青線, 地表面の NH3 混合

比が 10−5で地表温度が 326 Kのとき橙線で表した.

図 1 鉛直温度構造 図 2 H2Oの鉛直混合比構造



3 温暖湿潤大気における NH3 の温室効果と安定性 9

図 3 地表での NH3 混合比が 10−8 のとき

の NH3 の鉛直混合比分布

図 4 地表での NH3 混合比が 10−7 のとき

の NH3 の鉛直混合比分布

図 5 地表での NH3 混合比が 10−6 のとき

の NH3 の鉛直混合比分布

図 6 地表での NH3 混合比が 10−5 のとき

の NH3 の鉛直混合比分布

地表での NH3 混合比と地表温度の関係は以下の手順で求める. まず, 地球から宇

宙空間への赤外放射と太陽から地球への入射するフラックスはそれぞれ F ↑ × 4πR2,

S(1−A)× πR2 と表され, 放射平衡が成り立つときこの 2つは同じ値となる. ここから地

球の熱収支がつり合うときの地球大気上端のフラックスが得られる. 次に (10)(11) から

大気各層で放射平衡が成り立つときの各層からの射出フラックスが得られるため, これを

積分することで大気上端におけるフラックスをもとに地表温度が計算できる. また, (10)

から上向きフラックス F ↑ は光学的深さ τ に依存するため, 大気中の NH3 量の影響を受

ける. したがって今回の計算では NH3 混合比を変えたときの地表温度の変化を考察した.
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図 7 地表での NH3 混合比と地表温度の関係

その結果, 本モデルにより得られた地表面温度と大気下端での NH3 混合比の関係を図 7

に示す.

この結果から, この時代の大気中に NH3 が混合比で 8.0 ×10−7, すなわち分圧で 6.5×
10−7barあれば地表温度が 273 Kとなるだけの温室効果がはたらく.

3.2 温暖湿潤大気における大気-海洋系での NH3 の安定性

次に大気-海洋間の NH3 の溶解平衡の温度依存性による系の安定性を考える. 海水中に

NH3 が溶解しているとき, 海水温が微小変化するとそれに伴って溶解平衡を維持するよ

うに NH3 分圧も変化し地表温度の変化が生じる. このときもし地表温度の変化量が海水

温の変化量よりも大きければ, さらに海水温が変化し正のフィードバックが生じる. した

がって, NH3 分圧をある量変化させたときの溶解平衡による温度変化と温室効果による温

度変化を比較することで大気中の NH3 分圧の安定性を考える必要がある. ここではまず,

溶解平衡による NH3 分圧と温度の関係を表したグラフと温室効果による NH3 分圧と温

度の関係を表したグラフをそれぞれ描く. それによって, ある温度に対して温室効果と溶

解平衡のいずれをもみたす平衡温度が 2つのグラフの交点として得られる. この交点の周

辺での 2つのグラフの傾きを比較することで系の安定性を判断する. すなわち, 温度に対

する NH3 分圧の傾きが温室効果によって得られたグラフの方が大きければ安定, 溶解平
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図 8 平衡温度の安定性

衡によって得られたグラフの方が大きければ不安定と判断する.

例えば図 8で今回の放射計算から得られた温室効果による NH3 分圧と温度の関係を表

すグラフ (紫線) と海洋中の pH が 7 で一定のときに溶解平衡による NH3 分圧と温度の

関係を表すグラフ (緑線) とを比較する. このときこの 2つのグラフの交点として表され

た平衡温度の周辺で緑線, つまり溶解平衡によって得られたグラフの方が傾きが大きいた

め, この平衡温度は不安定解であると判断できる.

また, 今回は大気-海洋系で NH3 と NH +
4 の全分子数が保存し, 海洋が希薄溶液が希薄

であると仮定する. 大気中の全 NH3 molは

nNH3
(大気) = PNH3

× 4πR2
0

µ̄g
(12)

海洋中の全 NH3molは

nNH3
(海洋) = (mNH3

+mNH +
4
)×Mo (13)

ここで PNH3
は NH3 分圧, R0 は地球半径, mNH3

とmNH +
4
はそれぞれ海洋中の NH3 と

NH +
4 の質量モル濃度, Mo は海洋質量である. 大気-海洋の NH3 と NH +

4 の全モル数が

保存することから

nNH3
(大気+海洋) = PNH3

× 4πR2
0

µ̄g
+ (mNH3

+mNH +
4
)×Mo = const (14)
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海洋が希薄溶液であることから, mNH3
とmNH +

4
はそれぞれ

mNH3
= KHPNH3

(15)

mNH +
4

=
Kb

mOH−
KHPNH3

=
Kb

Kw
10−pHKHPNH3

(16)

ここで, Kb, Kw はそれぞれ解離定数, 水のイオン積であり, それぞれ以下のように表さ

れる.

ln(Kb) = A+
B

T
+ CT (17)

log10 Kw = log10 mH+mOH− = A+
B

T
+

C

T 2
+

D

T 3
+ (E +

F

T
+

G

T 2
) log10 ρw (18)

ここで ρw は水の密度である. 各式の係数は表 2, 表 3に示す.

表 2 Kb の定数 (Clegg and Brimblecombe, 1989)

A B[K] C[K−1]

16.9732 -4411.025 -0.0440

表 3 Kw の定数 (Marshall, 1981)

A B[K] C[K2] D[K3] E F[K] G[K2]

-4.098 -3245.2 2.2362 ×105 -3.984 ×107 13.957 -1262.3 8.5641 ×105

3.2.1 海洋の pHが一定のとき

海洋の pH が一定であると仮定したとき, NH3 分圧と温度の関係以下の手順で求める.

まず, mNH3
と mNH +

4
は (15)(16) から得る. 次に, 大気 −海洋の NH3 と NH +

4 の全モ

ル数が保存することから, これらを (14)に代入することにより NH3 分圧と温度の関係と

して次式を得る.

PNH3
= nNH3

(大気+海洋)×
(4πR2

0

µ̄g
+

(
1 +

Kb

Kw
10−pH

)
KHMo

)−1

(19)

今回の放射計算によって PNH3
= 6.5× 10−7 barのときに地表温度 T = 273 Kが得ら

れた. これを標準ケースとし, このときの海洋への溶解量を求めた上でそれを大気と合わ
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せて nNH3
(大気+海洋)の標準値とする. そして, n(大気+海洋)がこの値 (図中青線) と

この値の 2 倍の値, すなわち 273 K のときに溶解平衡をみたす NH3 分圧が 1.3 × 10−6

bar (図中緑線) と 0.5 倍の値, すなわち 273 K のときに溶解平衡をみたす NH3 分圧が

3.3 × 10−7 bar (図中橙線) を取る場合について, それぞれ (19) から NH3 分圧と温度の

関係を得る. ただし溶解量は pHに依存するため, 海洋の pHについて 7, 8, 9の場合を計

算した.

海洋の pHが 7, 8, 9で一定のとき, 地表での NH3 分圧と地表温度の関係として図 9～

図 11, 平衡温度とその安定性について表 4～表 6 が得られた. なお, 図中紫線は今回の放

射計算から得られた, 温室効果による NH3 分圧と温度の関係を表したグラフである.

図 9 海洋の pHが 7のときの NH3 分圧と地表温度の関係

表 4 pH7のときの系の安定性

NH3mol 平衡温度 [K]と安定性

標準 ×2(緑線) 267K (不安定)

標準 (青線) 273K (不安定)

標準 ×0.5(橙線) 280K(不安定)
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図 10 海洋の pHが 8のときの NH3 分圧と地表温度の関係

表 5 pH8のときの系の安定性

NH3mol 平衡温度 [K]と安定性

標準 ×2(緑線) 267K (不安定)

標準 (青線) 273K (不安定)

標準 ×0.5(橙線) 280K(不安定)
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図 11 海洋の pHが 9のときの NH3 分圧と地表温度の関係

表 6 pH9ときの系の安定性

NH3mol 平衡温度 [K]と安定性

標準 ×2(緑線) 266K (不安定)

標準 (青線) 273K (不安定)

標準 ×0.5(橙線) 282K(不安定)

以上の結果から, 海洋中の pHが一定のとき今回計算を行った温度範囲では安定解を取

らないと考えられる. また, 図 9～図 11 からさらに温度が高いところと低いところで安

定解を取ることが推測できるが, これについては次のように考察できる. 温度が高いとき

に得られる安定解は, 海洋中の NH3 がすべて大気中に排出されることによって大気中の

NH3 量が変化し得ないために得られる解であると考えられる. しかし, このとき大気中に

は水蒸気も同時に存在しており, 水蒸気圧は (2) から温度の上昇に対して指数関数的に増

加するため, 暴走温室効果が起こる可能性がある. したがって, この場合地表温度は非常に

高くなってしまうと推測できる. 一方, 温度が低いときには海洋の表面が凍結することで

海洋から大気への NH3 の供給が不可能となる. そのため大気中の NH3 が光分解によって

減少していくことで, 温室効果が弱まる正のフィードバックがはたらき系が不安定になる.

したがって, 地表温度が非常に低くなってしまうと推測できる.



3 温暖湿潤大気における NH3 の温室効果と安定性 16

3.2.2 NH +
4 濃度によって海洋中の pHが変化するとき

pHは NH +
4 濃度によって海洋の pHが変化する場合の NH3 分圧と温度の関係を以下

の手順で求める. まず, NH3, NH +
4 を除く溶存成分の濃度が一定と仮定しているので, 海

洋中の NH +
4 , H+, OH– 以外のイオンの収支は一定となり, 次式のように表される.

mNH +
4

+mH+ −mOH− = manion −mcation = const (20)

ここでmH+ , mOH− はそれぞれ H+, OH– の質量モル濃度, manion, mcation はそれぞれ

H+, NH +
4 以外の陽イオンの質量モル濃度の和, OH– 以外の陰イオンの質量モル濃度の

和である. このとき (20) の定数を A0 とすると, (18)(20)を用いることで A0 は次式によ

り得られる.

m2
NH +

4
−A0mNH +

4
+mNH +

4
((mNH +

4
−A0)

2 + 4Kw) = 2KbKHPNH3
(21)

よって, 溶存 NH3 は (15) にしたがい, NH +
4 の海水中の濃度は次式にしたがう.

m2
NH +

4
−A0mNH +

4
+mNH +

4
((mNH +

4
−A0)

2+4Kw)−2KbKH(B0−mNH +
4
Mo)Z

−1 = 0

(22)

ここで, Z = 4πR2

µ̄g +KHMo, B0 = nNH3
(大気+海洋)である. 次に, 大気-海洋の NH3 と

NH +
4 の全モル数が保存することから, (15)(22) から得られた mNH3,

mNH +
4
を (14)に代

入することによりNH3分圧と温度の関係を得る.

したがって NH +
4 の量によって海洋の pH が変化すると仮定したとき, NH3 分圧と

温度の関係を次のように考える. まず pH 一定のときと同様に PNH3
= 6.5 × 10−7 bar,

T = 273 K を標準ケースとし, このとき海洋への溶解量を求めた上でそれを大気と合わ

せて nNH3
(大気 +海洋) の標準値とする. そしてこの nNH3(大気 +海洋) がこの値 (図

中青線) とこの値の 2 倍の値, すなわち 273 K のときに溶解平衡をみたす NH3 分圧が

1.3 × 10−6 bar (図中緑線) と 0.5 倍の値, すなわち 273 K のときに溶解平衡をみたす

NH3 分圧が 3.3× 10−7 bar (図中黄線) のほか, 標準値の 0.65倍の値, すなわち 273 Kの

ときに溶解平衡をみたす NH3 分圧が 4.2 × 10−7 bar (図中橙線) をとる場合についてそ

れぞれ (14) から NH3 分圧と温度の関係を得る. ただし溶解量は pHに依存するため, 海

洋の pHについて 7, 8, 9を起点とする場合を計算した.

海洋の pHが 7, 8, 9を起点とするとき, 地表での NH3 分圧 PNH3
と地表温度 T の関係

として図 12～図 14, 平衡温度とその安定性について表 7～表 9が得られた. なお, 図中紫

線は今回の放射計算から得られた, 温室効果による NH3 分圧と温度の関係を表したグラ

フである.
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図 12 海洋の pHが 7を起点とするときの NH3 の分圧と地表温度の関係

表 7 pH7を起点としたときの系の安定性

NH3mol 平衡温度 [K]と安定性

標準 ×2(緑線) 解なし (不安定)

標準 (青線) 273K(不安定)

標準 ×0.65(橙線) 300K(不安定)

標準 ×0.5(黄線) 解なし (不安定)



3 温暖湿潤大気における NH3 の温室効果と安定性 18

図 13 海洋の pHが 8を起点とするときの NH3 の分圧と地表温度の関係

表 8 pH8を起点としたときの系の安定性

NH3mol 平衡温度 [K]と安定性

標準 ×2(緑線) 解なし (不安定)

標準 (青線) 273K(不安定)

標準 ×0.65(橙線) 300K(不安定)

標準 ×0.5(黄線) 解なし (不安定)
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図 14 海洋の pHが 9を起点とするときの NH3 の分圧と地表温度の関係

表 9 pH9を起点としたときの系の安定性

NH3mol 平衡温度 [K]と安定性

標準 ×2(緑線) 解なし (不安定)

標準 (青線) 273K(不安定)

標準 ×0.65(橙線) 301K(不安定)

標準 ×0.5(黄線) 解なし (不安定)

以上の結果から, 海洋中の pHが変化するとき今回計算を行った温度範囲では安定解を

取らない. また, 図 12～図 14から NH3 量が標準の 0.65倍より多ければ温度が高いとこ

ろで安定解を取ることが推測できるが, これも pHが一定のときと同様に海洋中の NH3が

すべて大気中に排出されることによるものであると考えられる. したがって, このとき大

気中に存在する水蒸気の強い温室効果によって暴走温室効果が起こる可能性があり, 温度

が非常に高くなってしまうと考えられる. さらに, 温度がより低いところで得られると推

測される解も pH一定のときと同様に不安定であり, このとき温度が非常に低くなってし

まうと考えられる. しかしながら, 今回は灰色大気での温室効果計算を行ったため非現実

的な計算結果となっている. 図 7～図 9から, より正確な温室効果計算を行うことで 300K

付近で安定解を取る可能性があると推測できる.
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4 今後の展望

今回行った放射平衡計算では, 灰色大気を仮定した非常に簡略的なモデルを用いたため,

非現実的ものとなっている. したがって, まずはこれについて改善した非灰色大気での放

射平衡計算モデルを作成し, NH3 の温室効果について正確な結果を得たい.

また, 溶解平衡モデルについても NH +
4 濃度による pHの変化のみを考慮した非常に単

純なものとなっている. したがって今後は他のイオンによる海洋中の pHの変化も考慮し,

さらに, 海洋の循環による NH3 の溶解量への影響を考慮したモデルを作成する.

そしてこれらを組み合わせることによって大気中での NH3 量の安定性について再検討

し, 大気中に NH3が安定して維持されるときの NH3量の上限と下限を検討していきたい.
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5 まとめ

暗い太陽のパラドックスを解決するモデルの 1つとして NH3 による温室効果が提唱さ

れているが, NH3 には光化学的に不安定という問題がある. この問題の解決策として, 地

球表面から大気への NH3 の供給, 有機物由来のエアロゾルによる NH3 の紫外線からの遮

蔽, NH3 の海洋への貯蓄が検討されている. もしエアロゾルによって NH3 の光分解が抑

制され, かつ NH3 が海洋に貯蓄されるならば, 始生代の間大気中に NH3 が維持され得る.

しかしながら, NH3 の海洋への貯蓄を考える際には NH3 の溶解度の高い温度依存性によ

る系の安定性も考える必要がある.

温暖湿潤大気を仮定してこの時代の NH3 の温室効果を考えた結果, 大気中に NH3 分圧

が 6.5 ×10−7 barあれば地表温度が 273 Kとなることが示唆された. また, これをもとに

さまざまな NH3 量と海洋の pHを用いて大気中の NH3 濃度の安定性を考察した結果,い

ずれの場合も系は不安定となった.

今後は, 原始地球大気の NH3 の温室効果計算と溶解平衡計算をより正確に行った上で,

再度大気-海洋系での NH3 の安定性について考察し, 大気中に NH3 が安定して維持され

るときの NH3 量の上限と下限を検討していきたい.
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道大学石渡正樹教授, 同鎌田俊一准教授, 同博士研究員の齊藤大晶氏には, 研究発表の際や

数値計算を進める際に多くの助言をいただきました. その他, 同研究室の先輩方と同期に

は, 研究発表やゼミ等での議論から日常の他愛のない話に至るまで, 研究のみならず精神

面でもサポートをしていただきました. ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます.


