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(1)地球生命への脅威トップ10  
            137億年の物語の著者：クリストファー・ロイド 

NO  脅      威 

１ 隕石の衝突 

２ 人間による汚染 

３ 気候変動 

４ 過剰人口 

５ 森林破壊 

６ 多様性の喪失 

７ 不 平 等 

８ 病   気 

９ 飢   饉 

10 世界戦争 



(2) ロシアへの隕石落下 

・落下日時 

  2013年２月15日am9:20 

・落下場所 

  チェリャビンスク州 



(2) ロシアへの隕石落下 
・落下状況 

  突如上空に隕石が現れ、後方 

 に飛行機雲のようなものをたなび 

 かせて西方へと空を横切り、太陽 

 のような強烈な明るさの閃光を 

 放った。 

  その後増光を数度繰返しながら 

 分裂し、やがて燃え尽きるように 

 消えていったが、しばらくしてから 

 地上に爆音と共に衝撃波が届き 

 大きな損害が発生した。 

    建物損害  約4000棟 

    負傷者    1200名以上 

  



 (2)ロシアへの隕石落下 
・飛来経路 

   ロシアとカザフスタンの国境 

   沿いに東から飛来 

・大気圏突入時の角度 

    約20度 

・最も明くなった(空中爆発した)時 

  高度:30km、速度:マッハ56 

              (19km/s) 

  ※爆発時は表面積が増加す 

    る為、光度が増し一時的に 

    巨大な明るい火球となる 

  ※爆発は数回起きた 

      ⇒増光が数回発生 

   



(2) ロシアへの隕石落下 
・隕石の軌道 

  火星軌道の外側から地球軌道 

  の内側を通る楕円軌道 

・隕石の大きさ 

  爆発前の大きさ 

    鉄分の少ない石質隕石で 

    直径20m、質量13,000トン 

  発見された破片 

    最大 570kg 

    その他に湖の氷上より 

     直径数mm～10mmの 

     もの53個発見 

    成分はイトカワに似ていた 



(2)ロシアへの隕石落下 
・放出エネルギーの推定 

  広島型原爆の約40倍。エネルギーの多くは空中爆発で放出 

   ※空中で爆発せず、そのまま地表に激突したら直径200m級の 

     クレーターができたと思われる(鉄質隕石であればそのまま 

     地表に衝突した可能性がある。今回は厚さ50cmの氷に覆 

     われていたチェバルクリ湖に直径8mの穴が明いた) 

・衝撃波 

 ・隕石の落下速度は音速(340m/s)を超えると，その周りに急激な 

  空気の圧力変化が生じ、それが波として拡がって行く⇒衝撃波 

 ・衝撃波はすさまじい爆風とごう音を伴うと共に、熱も発生させる。 

  今回は速度がマッハ56にも達したので、被害のほとんどはこの 

  衝撃波によって発生した(今回はガラス１㎡当り約５tの力が加わ 

  り、10～30℃の一瞬の温度上昇があったと思われる) 

 

 



(2) ロシアへの隕石落下 
・隕石雲 
  大気圏に突入した隕石は大気から抵抗を受け減速する。この時 

 隕石の前面の空気は急激に圧縮されるので、温度が上昇し、その 

 熱が隕石に伝わり加熱される(空力加熱)。高温(今回は数万度にな 

 ったと思われる)となった隕石は表面から溶け、蒸発してゆく。 

  蒸発したケイ酸塩等のガスは周りの空気で冷やされ、凝固して 

 「チリ」となり、それが核となって大気中の水蒸気を集めて雲を作る 

       ⇒隕石雲の発生(今回も長い雲が発生) 



(3) 隕石の起源 
①火星軌道(半径1.5天文単位)と 

  木星起動(半径5.2天文単位)の 

  間にある「小惑星帯」と呼ばれ 

  る領域にある小天体が起源 

②小惑星帯の半径は2～4天文単位 

③隕石は木星の重力の影響を受 

  けて軌道を変えた小惑星や小 

  惑星同士の衝突で飛び散った 

  破片が地球軌道まで来たもの。 

  中には隕石が火星や月にぶつ 

  かったとき、その構成物質が飛 

  び出して地球まで来たものも 

  ある。 



(3) 隕石の起源 
④小惑星の数 

   観測されたもの：58万個 

   未発見のもの：数10万個 

⑤小惑星の大きさ 

   ・パラス：582×556×500km 

   ・ベスタ：530×468km 

   ・大部分はいびつな形で 

          直径100km以下 

   ・小さいものは数m程度 

※最大のケレスは準惑星で直径 

  952kmの球形。 

※準惑星はＥＫベルトに４個ある。 

 



(4)太陽系の形成プロセス 

１．銀河系内に星間雲誕生 
   H2やHeなどのガスと金属、鉱物、 
  氷等から成るチリ(直径１μm位)が 
  集った分子雲が銀河系内にできた 
２．星間雲の収縮(46億年前) 
   何らかのきっかけによって星間雲 
  が密度を増した為、お互いの重力 
  により収縮し始めた 

３．ガス円盤と原始太陽の誕生 
                   (46億年前) 
   回転しながら収縮が進み、平べっ 
  たいチリを含んだガス円盤とその 
  中心に原始太陽が誕生した 

    



(4)太陽系の形成プロセス 

４．微惑星の形成(ガス円盤誕生から数10万年後) 

   ガス円盤中のチリが集って、直径数km位の微惑星が 

  約100億個位誕生 



(4)太陽系の形成プロセス 

５．原始惑星の誕生(ガス円盤誕生から約100万年後) 
   微惑星が衝突合体を繰返し、下記のような惑星が誕生 

   ・太陽に近い領域では  

     月から火星サイズの原始惑星(直径が地球の半分位) 

   ・木星から外側では 

     地球の10倍位の原始惑星 
          



(4)太陽系の形成プロセス 
６．惑星の誕生(ガス円盤誕生から約1000万～１億年後) 

  ・太陽に近い領域の原始惑星は互いに激しく衝突し、岩石型の 

   水星、金星、地球、火星となった 

  ・外側の原始惑星は質量が重く、重力が大きかったので、円盤内の 

 ガスを大量に取込み、ガス型の木星、土星、天王星、海王星となった 

  ・小惑星帯ではある程度まで惑星の形成が進んだが、巨大な木星 

   の重力の影響を受けて軌道が楕円となった為、軌道が交差して 

   衝突が激しくなり、粉々に砕けて飛び散ってしまった。又、原始 

   惑星にもなれずに微惑星のまま残ったものもあった。  

 



(4)太陽系の形成プロセス 
７．太陽系の完成(ガス円盤誕生から１億年後) 

   残った円盤内のガスは太陽系外へ吹き払われてなく 

  なり、原始太陽は自身の重力により更に収縮した為、 

  中心部が1000万℃に達し、水素の核融合が始まった 



(5)隕石の種類 

鉄系金属の含有量で、次の３つに分けられるが、いずれも 
 落下の際の発熱で表面は溶けて黒色になっている 
 ・石質隕石(地球に落下する隕石の90%はこのタイプ) 
    主にケイ酸塩鉱物から成り、溶融しなかった小惑星 
   や溶融した小惑星のマントル部が起源の隕石 
 ・鉄隕石 
     主にFeとNiの合金(Ni含有量の平均は8.6%)から 
    成り、溶融した小惑星の核の部分からできた隕石。 
     他の成分としてはCo、Au、Pt、Ir、P、C等がある。 
  Ni成分等が多い為、鍛造や焼入れが難しく刃物には不適 
 ・石鉄隕石 
     Fe-Ni合金とケイ酸塩鉱物がほぼ等量含まれてい  
    る隕石。溶融した小惑星の核とマントルの境界部分 
    が起源の隕石。 



(6)鉄隕石の形成過程 
  衝突合体してできた小惑星の内、大きなものはその際 

 のエネルギーで全体が溶融する為、重い金属成分はそ 

 の中心部に集まって核となり、軽い岩石質成分はその上 

 に集まってマントルとなる。 

  この小惑星が他の小惑星と衝突すると金属質の核部分 

 も破片となる為、これが鉄隕石となる。 



(7)イトカワの形成過程 
１．イトカワは生れた時太陽系誕生初期の岩石質の物質 

  が集合してできた直径20km、内部が800℃の天体だった 

２．この天体に他の小惑星が衝突した為、イトカワはばらば 

  らのカケラになった(はやぶさが持帰った微粒子には石が 

  溶けて発泡した痕跡があった) 

３．カケラの一部が再び重力によって集まり、ジャガイモ型の 

  イトカワができた。その為、イトカワは570m×210mの大 

  きさの隙間だらけのスカスカの天体(密度1.9g/㎤)である 



(8)もう一つの危険天体ーー彗星 
 ※小惑星より地球への衝突の 

   確率はずっと低いが、考慮 

   しておく必要がある天体 

・本体(核)は岩石質及び有機物の 

 塵が混じった氷 

・本体が太陽と地球の距離の1.5 

 倍の位置まで来ると、太陽から 

 の熱の影響により表面の氷が 

 溶けて気体になり、核が「コマ」 

と呼ばれる大気で覆われて明るく 

輝き始める。コマの最外層は水素
のガス雲になっている(水素コロナ) 

 



(8)もう一つの危険天体ーー彗星 
・コマに太陽から来る太陽風＝プラズマ流(水素イオン、ヘリ 

 ウムイオン、電子等)が当ると、中の塵やガスは太陽と反対 

 方向に吹き飛ばされて、尾ができる 

       青色の尾＝イオン、白色の尾＝塵 

・コマや尾は核に比べて非常に大きくなり、コマでは太陽より 

 大きいもの、尾では４天文単位にもなるものがある 

 ⇒百武彗星：1996年 尾：3.8天文単位  周期 113,782年 

 



(8)もう一つの危険天体ーー彗星 
「短周期彗星」 
・周期が200年未満の楕円軌道の彗星(2006年８月現在341個発見) 

    (例)ハレー彗星：周期76年。2062年に又やって来る 

・既に何十回or何百回も公転している為、揮発成分が少なくなっている 

 ものが多いので、大彗星は少ない 

・エッジワース・カイパー・ベルトにある氷天体が軌道を乱されて楕円 

 軌道となって太陽近くまでやって来たものである 

※ＥＫベルト 

  氷天体が海王星の外の30 

 天文単位から500天文単位ま 

 での間にドーナッツ状に拡が 

 っている所 



(8)もう一つの危険天体ーー彗星 
「長周期彗星」 
・周期が200年以上の楕円軌道と非周期(軌道が放物線や双曲線で 

 太陽に近づくのは１回のみ)の彗星(2006年８月現在2100個発見) 

・明るく輝くのはほとんどがこのタイプ(発見された彗星の85%以上) 

 (例)アイソン彗星：2013年11月にオールトの雲からやって来た双曲線 

   軌道の彗星。当初－13等級もの明るさになると言われたが、太陽 

   の近くまで来た時に崩壊してしまった 

・エッジワース・カイパー・ベルトの外縁部からやって来るものもあるが 

 ほとんどはオールトの雲から 

 やって来る 

※オールトの雲 

  氷小天体が１万～10万(1.6 

  光年)天文単位の間に球殻 

  状に拡がっている所 



(9)生物大量絶滅事件  Big ５ 
第１回 古生代オルドビス紀末  4.44億年前 

       生物種の85%が死滅 

       原因は超新星爆発によるガンマ線バースト 

第２回 古生代デボン紀末     3.59億年前 

       生物種の82%が死滅 

       原因はスェーデンに落下した巨大隕石 

            (直径50kmのシヤン・クレーター) 



(9)生物大量絶滅事件  Big ５ 
第３回 古生代ペルム紀末  2.50億年前 

       生物種の90～95%が死滅 

       原因①南極に直径50kmの巨大隕石が落下 

             (直径486kmの世界最大のクレーター) 

       原因②シベリアで史上最大の火山噴火 

 (溶岩量は富士山が過去１万年間に噴出した量の10万倍) 



(9)生物大量絶滅事件  Big ５ 
第４回 中生代三畳紀末  1.99億年前 

       生物種の76%が死滅 

       原因①カナダに巨大隕石が落下 

             (直径100kmのクレーター) 

       原因②超大陸中心部で大規模な火山噴火 

  



(9)生物大量絶滅事件  Big ５ 

第５回 中生代白亜紀末  6550万年前 

    ・生物種の70%が死滅 

    ・原因はメキシコのユカタン半島先端の海中への 

                 直径10kmの巨大隕石の落下 

     ※関東地方と同じ位の180km×280km×深さ30km 

       のクレーターが生成 

    ・隕石落下の規模 

       落下速度：15～20km/s(砲弾の初速度の約10倍) 

       衝突エネルギー：広島型原爆の約10億倍 

       地面の揺れ：マグニチュード11相当 

       発生した津波：波高300m 
   (注)クレーターを作るような隕石の落下では隕石はこな 

      ごなに砕かれると共に発生する熱で溶けて気体に 

      なってしまう為、その破片は残されていない 

       



(10)隕石の落下記録 



(11)隕石の落下頻度 
・地表に到達する個体の量 

   直径1mm以下の微粒子を含めると40,000t/年 

・小さな隕石   直径3cm(約100g)位のもの  20,000個/年 

     直径10cm(約1kg)位のもの(明るい流星として目立つ) 4,000個/年 

・大きな隕石  



(12)隕石落下のシミュレーション例 
    直径1kmの小惑星が15km/sの速度で 
      山手線の中心付近(市ヶ谷駅近辺)に落下した場合 

・直径10km、深さ2kmのクレ 

 ーターができる⇒山手線の  

        内側が消滅する 

・地下の土砂がジェット流とな 

 って噴出しながら、壁状にな 

 り同心円状に進む 

 ・中心から10km離れた地点での速度 

    ＝ピストルの弾の初速度と同じ位 

 ・直径1m位の岩石も含まれるので、鉄 

  筋コンクリートの建物でもこなごなに 

  壊れてしまう 



(12)隕石落下のシミュレーション例 
   直径1kmの小惑星が15km/sの速度で 
     山手線の中心付近(市ヶ谷駅近辺)に落下した場合 

・クレーターの縁には高さ200mの土手ができる 

・土砂の約10%は50km位(鴻巣市付近)まで到達する 

・岩石の中には数100km先まで飛んで行くものもある 

・さいたま市(20km先)では衝突の瞬間、目を開けていられ 

 ないほどの閃光があり、その後超音速の衝撃波と轟音が 

 やって来てから土砂が降り注ぐ 

・成層圏まで土砂の塵が舞い上がるので、太陽光が遮られ 

 地球規模の気候変動が引き起こされる 



(13)地球近傍天体 NEO(Near Earth Object) 

ＮＥＯは2012-11-1現在9,412個あり、次の二つに分類される 
 ・ＮＥＡ(Near Earth Asteroid)地球近傍小惑星 

   地球の近くを公転する小惑星で、9,252個発見されている 

         (発見されている小惑星は全てで608,660個) 

   ※小惑星帯にあった小惑星が木星や火星の引力の 

             影響を受けて軌道を乱し、ＮＥＡになる   
 ・ＮＥＣ(Near Earth Comet)地球近傍彗星 

    地球の近くを公転する彗星で、160個発見されている 

         (発見されている彗星は全てで2,266個) 

 

 

          

 



(13)地球近傍天体 NEO(Near Earth Object) 

・ＮＥＯは惑星の軌道に接 

 近するものが多く、その 

 引力の影響を強く受ける 

 ことが多い 

・その為軌道が変り易く、 

 今は衝突の危険がなくて 

 も、将来的には衝突する 

 危険性が出て来る恐れ 

 がある 



(13)地球近傍天体 NEO(Near Earth Object) 
・ＮＥＡの直径と発見数(2012-11-1現在) 

 ※絶対等級：小惑星が地球と太陽から１天文単位にある時の明るさ 

・ＰＨＡ(Potentially Hazardous Asteroid)潜在的危険小惑星 

  地球に0.05天文単位(地球と月との距離の20倍位)以下 

  まで接近する軌道を持つ、直径150m以上の天体で、地 

  球と衝突する危険性のあるNEA⇒1,343個ある   

 

 



(14)現在一番危険なＰＨＡ 

・小惑星 1950DA 

    直径 1.1km 



(14)現在一番危険なＰＨＡ 

・衝突の確率：2880-3-16にmax 0.33% 



(15)NEOの観測体制 

・日本の体制 

  日本スペースガード協会が岡山県 

  井原市に美星スペース・ガード・ 

  センターを作り、2000年から観測 

・ＵＳＡの体制 

 ・Pan-STARRS  ハワイ大 

  (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System) 

 ・LINEAR   NASA 空軍 MIT 

    (Lincoln Near Earth Asteroid Research) 

 ・NEAT    アリゾナ大 

    (Near Earth Asteroid Tracking) 

 ・LONEOS  アリゾナ州ローウェル天文台 

    (Lowell Observatory Near Earth Object Search) 

  



(15)NEOの観測体制 

・観   測 
 ・非常に暗い小さな天体なので、人工衛星からの 
                            観測は難しい 
 ・太陽の方角からやって来るNEOは発見できない 
                ＝昼間に観測することは不可能 
 ・NEOが地球の公転軌道の内側に入る前に発見しておか 
   なければならない⇒早期発見による軌道把握が大事 
※地球の近くに天体が迫っていて、緊急性を要する場合 
   各観測センターよりUSAマサチューセッツ州ケンブリッジ 
  にあるMPC(Minor Planet Center)＝小惑星センターに 
  報告された後、NASAに伝えられ、世界中の天文台へその 
  軌道が配信され、多数の追尾観測を行うことになっている 
   ⇒衝突の可能性が高まれば、何らかの衝突回避策を実施 
 
    



(16)小惑星衝突回避方法 
①宇宙船を小惑星に衝突させて軌道を変える 

  ・できるだけ質量の大きな宇宙船を、できるだけ高速で 

   衝突させる必要がある。衝突後宇宙船は粉々になって 

   しまい、小惑星にはクレーターができる。 

  ・直径1kmの小惑星の軌道を変えるには 

   質量が550t、速度が20km/s 

   程度の宇宙船が必要。 

   



(16)小惑星衝突回避方法 
②宇宙船の引力を使い、小惑星の軌道を変える 

 ・宇宙船を小惑星と並走させて、その引力を使って 

  徐々に軌道を変える 

 ・宇宙船には燃費の良いイオン・エンジンを使い、小惑星 

  との距離を一定に保ちつつ、少しずつ軌道を曲げて行く 

 ・直径1kmの小惑星の軌道を 

  50年掛けて変えて行く場合 

  宇宙船の質量は1,000t必要 

  (アポロ宇宙船は司令船、 

   支援船、月着陸船、打上 

   げ脱出システム、宇宙船 

   アダプターの合計で50t) 

 

 



(16)小惑星衝突回避方法 

③小惑星の氷を蒸発させその水蒸気の反動により軌道変更 

  ・巨大な鏡を小惑星の周りに周回させて、太陽光を当てる 

   ことによって温め、氷を蒸発させて水蒸気を発生させる 

④太陽光を帆に受けて、その推進力により軌道を変更 

  ・樹脂製の薄膜でできた帆を小惑星に張り、太陽光を受け 

   て推進力を生み出す。小惑星は自転しているので、 

   帆の角度調整が必要となる。 

⑤小惑星の岩石を放り出して、その反動を使い軌道を変更 

  ・岩石を放り出す装置を設置して、それを放り出させる際 

   に生まれる反動により軌道を変える 



(16)小惑星衝突回避方法 

⑥ミサイルを小惑星の近くで爆発させて軌道を変更させる 

  ・爆発の圧力を伝える空気がないので、軌道を変えられ 

   ない可能性が高い 

⑦ミサイルを小惑星に撃込み、破壊してしまう 

  ・小惑星を破壊しても軌道が変らなければ、破片が地球 

   に降り注ぐので、破片を数m程度まで粉々にする必要 

   がある。破片が数10mだと燃え尽きずに地上に落下 

   するので、直径数100m～2kmのクレーターができて 

   しまう。 

 



(16)小惑星衝突回避方法 

※現状での衝突回避技術の実力 

  ・今あるロケットを使用した場合、衝突を避けられる小惑 

   星の直径は100m程度しかない。 

  ・直径が100m以上だとかなり早い段階で発見して、衝突 

   までの期間を利用する衝突回避技術の開発が不可欠。 

※ヨーロッパ宇宙機関ESAのドン・キホーテ計画 

          (European Space Agency)   

  ・小惑星に衝突させる宇宙船イダルゴ(ドン・キホーテの 

   身分である下級貴族の意味)1.7tと小惑星を周回して 

   観測する探査機サンチョ0.5tを直径500m程度の小惑 

   星まで打上げ、10km/sの速度で衝突させて小惑星が 

   どの位動くか実験する計画。現在検討中。  



(17)最 後 に 

・現在危険な小惑星は1950DAであり、その確率は2880年 

 に0.33%であるが、万一衝突したときの影響の大きさを 

 考えると決して無視できるものではない。 

・又、より危険な小惑星や彗星が明日にでも発見される   

 可能性がないとは言えない。 

 

 ⇒小惑星や彗星の地球衝突を過小評価することなく、 

   その観測や宇宙船の開発を確実に進めて行く必要 

   がある。 

 ⇒2013-2-15のロシアへの隕石落下の衝撃は人類のおか 

   れた宿命に対する大きな警鐘だと思わなければなら 

   ない。 


