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                略称で結構です．記録を取らせていただきますのでご記入下さい． 

 

今日のテーマは、｢水とは何か｣「科学とは何か」を考え直してみることです。 
具体的には、｢水｣についてさまざまな角度から考え直すのに、三つの活動をします。 

（１） ｢さまざまな角度｣の一つを分担して、分担部分のエキスパートになる活動 
（２） 調べたことを交換し｢水｣や｢科学｣について議論する活動 
（３） 議論の結果を全体で持ち寄って、討論する活動 

（１）をエキスパート活動、（２）をジグソー活動、（３）をクロス・トークと呼びます。 
 
最初に、ウォーム・アップ 
 
１．「水」と聞いて、何を連想しますか？思いつくことを書いてください。単語でも、文章

でも結構です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．「グループ活動」と聞いて、何を連想しますか？思いつくことを書いてください。 
 



                                  

 

「水」の認識の歴史―自然哲学から科学へ―  
 
 ●  人間と自然学  
 人間は昔から，自然についての知識を集めてきました。私たちが日常生活に

おいて困った状況に出くわしたとき，昔の人が経験によって得た知識が蓄積さ

れていればとても助かります。そこで，文字によって記録を残す以前から，人

間は自然についてある程度の知識を集め，受けついできました。文字が発明さ

れると，それらの知識の量は増え，範囲も広がりました。四大文明発祥の地で

あるエジプトやメソポタミアでは，気象や天体についての知識が多く蓄積され

ました。ただしそれらは，バラバラな自然の事物や現象の性質や効能を明らか

にするだけにとどまっていました。  
バラバラな知識を体系化する試みを始めたのは，エジプトから自然について

の知識を学んだ古代ギリシャの人々でした。古代ギリシャの人々は，「自然の

事物のすべてに通じる根本的な原理・法則」を見つけ出そうとする〈自然哲学〉

を生み出しました。最初に〈自然哲学〉のまとまった議論を展開して見せたの

は，ターレス (前 640 頃～前 546 頃 )という人です。ターレスは「この世は神がつ

くった」という神話を否定し，「この世は，実在する物質の運動・変化によっ

てつくられている」と考えました。  
 
●  「万物の根源は水」か－自然哲学の始祖  ターレス  

考察の結果，ターレスは「万物の根源は水であるにちがいない」という結論

に達しました。「水がその姿をいろいろに変えることによって，この世のすべ

ての事物が生じるに違いない」とターレスは考えたのです。  
 こう言うと，「〈自然哲学〉はいいけど，この世界の根源的な物質が水だとい

うのは途方もない妄想ではないか」と思う人もいることでしょう。でも，本当

にそうでしょうか。ターレスがなぜこのように考えたのかを示す記録はほとん

ど残っていないので，のちの人の記録などを手がかりにさぐるしかありません

が，すこし想像してみたらどうでしょう。現在からしたら突拍子もないように

見える考えでも，それなりに理由があるのかもしれません。  
まず動植物について考えてみます。畑でも，野菜は水だけを与えれば育って

いきます。空気中や土壌から見えない栄養を取り入れる可能性を考えられなけ

れば，「植物は水が変化してできたのだ」と考えてもおかしくないでしょう。

実際，17 世紀前半のオランダの学者ファン・ヘルモント (1577～1644)は〈柳の

実験〉を行って，「植物が水からできている」と証明してみせました。彼はま

ず，植木鉢に土を入れて重さをはかり，そこに 2.3kg の柳の苗木を植えました。
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それから柳に水だけを与えて育てました。5 年後，柳は成長し，その重さは

76.7kg にもなりました。にもかかわらず土の量はわずか 60g しか減少してい

ませんでした。そこで彼は，「74.4kg の柳は水が変化してできたのだ」と結論

づけたのです。ターレスの時代はヘルモントより 2000 年以上昔ですから，「植

物が水からできている」と考えても不思議はありません。動物や人間は，直接・

間接にその植物を食べて生きているので，「動物や人間も，水からできている」

と言えることになります。  
それなら，岩石や土についてはどうでしょうか。これには「大地は水の上に

浮かんでいる」というターレスの考えが手がかりになると思われます。おそら

くターレスは「地面を深く掘ると水が湧き出てくる」ということから，大地が

水の上に浮かんでおり，大地は水の変化したものと考えたのでしょう。実際，

石のなかには，水が変化してできたように見えるものもあります。水晶です。

水晶を意味する英語”crystal”は，〈氷のような鉱物〉を意味する古フランス語

に由来します。また，日本や中国でも水晶は「古い水が変化したもの」と考え

ており，そのために「水 (の結 )晶」という名がついたのです。「氷は温度が上が

れば溶ける」ことを知っていても，「大地の深いところでじっくり凍った氷は

なかなかとけないのだ」と昔の人々は考えました。上で紹介したヘルモントも，

水晶を水の結晶と考えていたひとりでした。ターレスも，水晶のような鉱物の

存在を，岩石や土も水からできているという証拠だと考えていたとしてもおか

しくないでしょう。  
こうして想像してみると，「この世界の根源的な物質が水だ」というターレ

スの考えは，事実に基づいたそれなりに合理的な考えだと思えてきませんか。  
 
●  四元素説，五行説における水  

しかしやはり、ターレスの考え方には強引なところもありました。そこで，

古代ギリシャの学者たちは「万物の根源」について議論を戦わせ，そのうちに

〈水・空気・火・土〉の４つを万物の根源とする「四元素説」にたどりつきま

した。この四元素説は 18 世紀末にフランスの科学者ラヴォアジエが今日の元

素説の基礎をつくるまでヨーロッパの人々の自然観の基礎となりました。さら

に四元素説はインドの仏教思想にも影響を及ぼしました。仏教では〈地・水・

火・風〉を「四大」と呼び，万物の根源とみなしました。この考えは，仏教と

ともに古くから日本に伝わっています。また，古代中国では〈木・火・土・金・

水〉の五つの元素の移り変わりによって世界がなりたっているとする「五行説」

が定説となりました。これも古くから日本に伝わっていました。  
 それなら昔の日本人は，「水」についてどのような知識をもっていたのでし
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ょうか。明治維新によって科学を全面的に受けいれる以前，日本の知識人は，

うえにあげた「五行説」の発展形である「陰陽五行説」，すなわち「この宇宙

は陰と陽の対立と五行の移り変わりによってうごいていく」という考え方に基

づいて自然を認識しようとしていました。その結果，江戸時代後期までには，

「気象変化と水」といった問題については，詳しい知識がかなり普及しました。

同時期のもっとも大衆的な本で，百科事典的な性格をもつ「大雑書」の類にも，

「雨」，「雪」，「霧」などについての説明が詳しくのっているものがあります。

そこでは，「雨がなぜ降るのか」という問題を，「蒸し器のふたに湯気があがり，

冷やされると露となって降ってくるのと同じである」と，具体例を用いて説明

したりしています。特に，「雪」に興味を持った日本人は多かったようで，江

戸期に出版された本には，雪の降る仕組みから雪の結晶の由来，雪女の存在ま

でさまざまな「雪」に関する考察の文章をみつけることができます。  
 しかし，四元素説や陰陽五行説に基づく観察や考察は，長い間行われたにも

かかわらず，結局のところ「水」という物質の正体を見極めることができませ

んでした。それはおそらく，四元素説や五行説における「水」は，水という具

体的物質を示すと同時に，液体一般を代表する概念でもあり，さらにものの性

質を表す抽象的概念でもあるという，複雑かつあいまいなものだったからでし

ょう。たとえば，日本と中国で，常温で液体である唯一の金属を，古くから「水

銀」と呼んでいたのは，「水」という言葉を「液体」と同義で使っていたこと

の表れです。また，五行説に基づく運勢占いにおいて「〈金性〉の男性と〈水

性〉の女性は相性がよい」などといわれるときの「水」は，ものの性質を表す

抽象的概念としての「水」です。  
 
●  近代科学における水  
 では，近代科学はそのようなあいまいな「水」の認識をどう変えたのでしょ

うか。近代科学の基礎には，四元素説や五行説と根本的に異なる「原子論」と

いう〈自然哲学〉がありました。原子論もまた，古代ギリシャで生まれました。

デモクリトス (前 460 頃～前 370 頃 )をはじめとする原子論者は，「この世界の根

源は，なにもない空間 (真空 )と粒子とからなっており，その粒子は絶対壊れる

事がない」と考え，その粒子を「原子 (アトム )」と名づけました。そして，世

界の全ての事物を原子が結合したり分離したりすることによって説明しよう

としたのです。  
原子論は長い間影を潜めていましたが，16～17 世紀にヨーロッパで復活し

ました。復活した原子論の立場で研究を進めた人たちは，「近代科学」を生み

出しました。近代科学は，「水」についても，物質としての「水」だけに特化
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して議論を始めました。それは，ある意味で視野を狭めるようにも思えますが，

「考えの正誤がいつかは明確にたしかめられるような形でのみ議論をすすめ

る」ことにより，科学者たちは確かなことを着実に明らかにしていったのです。 
「水」について重要な事実を解明したのはフランスのラヴォアジェ (1743～

1794)です。彼は当時，他の科学者が発見したばかりの「軽く燃えやすい気体 (の

ちの水素 )」と「他の物質をよく燃やす気体 (のちの酸素 )」を用いて，〈水の合成〉

と〈水の分解〉の実験を行いました。密閉したガラス容器のなかに水素と酸素

をいれ，電気で着火すると水が生じることを証明し，つぎに，気体になった水

(水蒸気 )を熱した鉄管に通すと，酸素が鉄と反応し水素が集められることを証

明してみせたのです。ここに，「水は酸素と水素の結合によってできる」とい

うことが確認されました。ちなみにラヴォアジェのこの実験は，幕末の先駆的

な化学者宇田川榕庵 (1798～1846)によって日本でも紹介されています。榕庵は

「酸素」，「水素」といった今日も使用されている日本語をつくり，この実験を

説明しました。  
その後，「水」の正体をつきとめる科学的研究はさらに進み，「水」に今日知

られている「H20」という分子式も与えられました。しかし，一方で科学者の

なかでも原子や分子の存在に反対する考えは根強く，国際会議の場で大論争が

起こったりもしました。科学者たちのあいだで原子や分子の存在が共通の認識

となったのは，やっと 20 世紀はいってからのことでした。   
 
● ふたたび，「万物の根源は水」か  
 こうして，古代ギリシャ以来 2000 年以上議論されてきた「水」の正体は，

近代科学によって明らかにされました。ターレスの時代から問題になっていた

「動植物と水の関係」(WN４－３へ )，「水の三態変化」(WN４－２へ )といった問

題についても正しい説明が与えられるようになり，また，江戸時代の日本人が

興味を持っていた「気象変化と水」(WN４－１へ )といった問題も，地球規模で

理解されるようになりました。さらには，「水の起源」(WN４－４へ )といった，

近代科学以前には空想するしかなかったような問題にも，有力な仮説がたつよ

うになりました。  
 ここでもう一度，「万物の根源は水だ」というターレスの言葉を思い出して

みませんか。「水がその姿をいろいろに変えることによって，この世のすべて

の事物が生じる」という彼の考え方は，最終的には科学によって否定されまし

た。しかし，ターレスの考えた水の根源的な重要性が認識されるようになった

のも，また，近代科学が「水」という物質についてたしかな事実を蓄積するこ

とによってだったのです。  
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水の大循環 

－状態変化をしながら地球上を巡る水－ 

水は、地球上において、様々な場所に様々な状態で存在している。そし

て、状態を変化させながら他の場所に移動している。ここでは、地球上を水

が巡る様子と、その及ぼす影響を見る。 
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水の大循環 －状態変化をしながら地球上を巡る水－ 

 

水は、地球上において、様々な場所に様々な状態で存在している。そして、状

態を変化させながら他の場所に移動している。地球上の水は、状態変化と移動

の過程で、自然環境に多くの影響を及ぼしている。ここでは、地球上を水が巡

る様子と、その及ぼす影響を見る。 

 

● 海の水の機能 

地球上で最も大量の水を蓄えているのが、海である。地球全体の水の 97％は

海水として海に存在する。海水にはありとあらゆる物質が溶け込んでいる。日

常生活で塩と呼ばれる塩化ナトリウムをはじめとして、多くの無機化合物、ア

ミノ酸や糖などの有機化合物、二酸化炭素や酸素などの気体も溶けている。さ

らに、油や農薬などの水には溶けない物質も、海中に小さく分散して混ざって

いる。 

地球の表面の約 71％は海で覆われている。そのため、海は、太陽の熱を最も

多く引き受けている。水は熱容量が大きいので、温まりにくく冷めにくい。さ

らに、気化熱が大きいため、水蒸気となる時に大きな熱を吸収する。これらの

性質によって、地球の気温変化は、最大で 50℃ぐらい、最低でも-50℃ぐらいと

いう範囲の中で起こる。これは、他の惑星と比較すると、大変狭い範囲と言え

る。例えば、月では水が存在しないため、昼間の表面温度が約 110℃、夜間の表

面温度は約-180℃にもなり、1日の間に約 300℃もの温度差が生じている。 

 

● 海から陸へ 

海の水は太陽の熱を受けて蒸発し、水蒸気となる。水蒸気となった水はそのま

ま大気中に混ざる。大気中の水蒸気のうち、気圧の低い上空で冷やされて液体

や固体へと変化したものは、雲として空に浮かぶ。雲は地球の自転と気圧の差

によって地球上を移動する。 

雲は様々なきっかけによって雨や雪として陸に降る。海からの蒸発量は毎年約

43 万km3(立方キロメートル)、そのうち海への降水量は約 39 万km3と推計されて

いる。よって、海から蒸発した水が陸に運ばれ雨や雪として降る量はその差の

約 4万km3

海水の一部は蒸発によって塩分を海に残し、淡水として陸に供給されている。

この過程は、淡水が無ければ生存できない多数の生物にとって、その生命が維

持されるために不可欠な過程と言える。 

である。 

しかし、地球上の水のうち、私たちの身近に存在し、容易に利用可能な淡水の

割合は非常に少ない。地球上の水の総量は、およそ 13.9億km3と推計されている。



 3 

そのうち海水は約 97％、淡水は約 3％である。しかも、淡水の約 7 割は氷河や

氷山、雪などの固体として極地や高山に存在する。加えて、液体の水として存

在する淡水のほとんどは地下水である。湖沼、河川などの形で私たちの周りに

存在する淡水は全体のわずか 0.01％にも満たない。 

 

● 陸から再び海へ 

雨や雪として陸に降った水は、川となって地表や地下を流れ、海へと流れ込む。

川では、ダムを利用した水力発電が行われていることもある。水の位置エネル

ギーは、海から蒸発して雨や雪として山地に降る過程で増加する。ダムを利用

した水力発電所では、増加した水の位置エネルギーを電気的エネルギーに変換

している。 

水は、陸に降り、海へ流れ込む過程で、様々なものをその中に溶かし込む。雨

や雪として降る時には、大気中のほこりやチリ、気体などをその中に含んで地

上へと運ぶ。地表や地下を流れる時には、土や岩などをその勢いで運び、無機

物や有機物をさらに溶かし込む。そして、最後に海に流れ込む時は、自身とと

もに様々な物質も海へと流し込んでいる。 

 

● 水の大循環 

以上、水が状態変化をしながら地球上を移動する過程を見てきた。このように、

地球上の水が状態変化をしながら絶えず循環していることを、「水の大循環」と

言う。 

「水の大循環」に出発点や終着点はない。ある地点に存在する水はどこか別の

場所から供給されたものであり、また、長い年月の中でいつかは別の地点へと

移動していく。さらに言えば、水が滞留する地点とそこでの量も一定ではない。

例えば、地球の気温が上昇すれば、氷として存在できる水の量は減少し、その

変化は他の地点の水の量に影響を及ぼす。大規模自然災害や人間による開発活

動によっても、水の分布は大きく変わる。 

しかし、それらを全て足し合わせて算出した、地球上の水の総量は、ほぼ一定

である。水は化学的な化合物なので、地球上で合成されたり分解されたりする

ことはある。人工的環境や火山などの高エネルギー状態や、消化や光合成など

の生化学的な過程において、水の合成や分解は起こっている。しかし、それら

の過程で合成および分解される水の量は、地球上の水の総量と比較して非常に

小さい量でしかない。ゆえに、「水の大循環」という観点からは、地球が現在の

環境で安定して以降、地球上の水の総量はほぼ一定で、その一定量が絶えず循

環し続けていると見ることができる。 
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図 1 水の大循環

(http://ga.water.usgs.gov/edu/graphics/japanese/wcmaindiagram.jpg) 

 

 
図 2 地球上の水の分配 

(http://ga.water.usgs.gov/edu/graphics/japanese/earthwheredistribution

.gif) 
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水の分子 

－水の性質を水分子のふるまいから説明する－ 

 

20 世紀以降、物質の性質は、原子や分子の性質から考え出された一

般法則によって説明されるようになった。しかし、水の性質は一般法則から

はむしろ説明できないものであった。ここでは、水の性質を、水分子に特徴

的なふるまいに着目して考える。 
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水の分子 －水の性質を水分子のふるまいから説明する－ 

 

20 世紀に入ってから、自然科学の世界で原子論が確立した。物質の性質は、

原子や分子の性質から考え出された一般法則によって説明されるようになった。

しかし、その一般法則に当てはまらない物質も存在した。それが水である。水

の性質を原子や分子の性質から説明するためには、水分子に特有のふるまいを

考慮しなければならなかった。ここでは、水の性質を、水分子に特徴的な性質

に着目して考える。 

 

● 水の特異な性質 

水は、他の物質には見られない特異な性質をいくつも持っている。 

水は氷になると水面に浮く。これは水が液体から固体になると密度が小さくな

ることを意味する。日常生活の中で状態変化を観察できる物質は非常に少ない

ので気づきにくいが、一般に物質は固体になると密度が大きくなる。固体にな

った時に密度が小さくなるという水の性質は、特異なものと言っていいだろう。 

水は常温で水銀に次ぐほどの大きな表面張力を持っている。表面張力とは、同

じ分子同士で集合する力のことを指す。新品の傘に降った雨が流れ落ちるとき

に丸い液滴となっているのも、水の大きな表面張力によるものである。 

 

● 予測を裏切る水の性質 

元素を原子番号に従って並べた表を、周期表と呼ぶ。周期表の中で、酸素と同

じ族に属する元素である S(硫黄)、Se(セレン)、Te(テルル)、Po(ポロニウム)

を酸素族元素と呼ぶ。酸素族元素は、H2O(水)のように二つの水素と化学結合し

て安定な分子を作る。 

多くの場合、物質の性質は、よく似た構造を持つ分子の性質から予測できる。

しかし、水の性質は、その予測を裏切るものであることが多い。例えば、融点

と沸点を考える。一般に、分子の構造がよく似た物質であれば、分子量が小さ

いほど融点も沸点も低くなる。酸素族元素の水素化合物においても、H2Te、H2Se、

H2Sと分子量が減少するに従って融点も沸点も低くなる。しかし、酸素族元素の

水素化合物で最も分子量が小さい水の融点は 0℃、沸点は 100℃であり、H2Te、

H2Se、H2Sの示す傾向に当てはまらない。 

 

 H2O H2S H2Se H2Te 

融点(℃) 0 -85.5 -65.7 -49 

沸点(℃) 100 -67 -42 -2 

表 1 酸素族元素の水素化合物の融点と沸点 
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この事実は、水の性質を、よく似た構造を持つ分子の性質からのみでは説明で

きないことを示している。 

 

● 水分子の性質 

水の特異な性質は、水分子の性質によって説明することができる。 

分子内の電荷の配置の偏りや分子構造の影響によって、分子に正と負の極がで

きた分子を極性分子という。水分子は、酸素原子の電荷がマイナスに偏り、二

つの水素原子の電荷がプラスに偏っている極性分子である。そのため、二つの

水分子において、片方の水分子内の酸素原子と、もう片方の水分子内の水素原

子が向かい合った時に、二つの水分子間には大きな分子間引力が生じる。この、

極性によって生じた分子間力を、水素結合という。水素結合は、二つの水分子

の間だけでなく、周囲の水分子の間にも生じる。そのため、水分子が集合する

と、互いに水素結合で結ばれた大きなネットワークが形成される。この結合は

固定されたものではなく、結合と切断を絶えず繰り返している。水分子の集合

体において、個々の水分子はダイナミックに運動しているのである。 

 

● 水の特異な性質の説明 

水分子が水素結合で結ばれた集合体を形成していることに着目すると、水の特

異な性質のうちの多くが説明できる。 

酸素族元素の水素化合物と比較した時に融点、沸点の傾向が当てはまらないこ

とは、水分子間に水素結合が存在し、これを断ち切るために非常に大きなエネ

ルギーが必要であるためと説明できる。 

氷が水に浮くことは、氷より水の方が密度が大きいと言い換えることができる。

氷において、水分子は、お互いの水素結合が最も強くはたらくような、規則正

しい結晶構造をとっている。水分子の位置は固定され、その位置から外れるこ

とはない。氷の温度が上昇すると、水分子の運動が激しくなる。そして、ある

一定の温度を超えた時、水分子は氷の結晶構造において定められた位置から外

れ、結晶構造においては隙間であった空間にも入り込んで運動するようになる。

その結果、液体の水の密度は、氷よりも高くなる。 

強力な表面張力も、水素結合によって説明できる。水分子は水素結合によって

お互い強く結びつく。その結果、水分子だけで集合する力が強くなり、強力な

表面張力という物理的な性質として表れる。 

 

以上のように、水分子単独の性質と、水素結合の性質とを合わせて考えること

で、水の特異な性質を説明することが出来る。水は、水素結合でネットワーク

を作りながらダイナミックに構造を変える水分子の集合体なのである。 
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図 1 氷と水の構造 

(http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0200a/images/30104.jpg) 

 

図 2 元素の周期表 

(http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0030/periodic.html) 
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水と生命 

－生命活動に水が果たす役割－ 

水を必要としない生物はいない。厳しい環境に耐えられる生物も、水を

必要としている。微生物でさえ水を含む細胞を抱えて生きている。ここでは、

植物、動物、ヒトの生命活動に対して水が果たす役割を見る。 
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水と生命 －生命活動に水が果たす役割－ 

 

地球上の生物は極寒地、乾燥した砂漠、空気の薄い山岳地帯など、さまざまな

環境に適応して生息している。しかし、どのような環境に適応したとしても、

水を必要としない生物はいない。砂漠に棲む昆虫もラクダも水を必要としてい

る。微生物でさえ水の存在する場で生き、水を含む細胞を抱えて生きている。

ここでは、植物、動物、ヒトの生命活動に対して水が果たす役割を見る。 

 

● 植物と水 

植物は、土壌中の水分を根から吸収している。水は大きな溶解力を持っている

ため、土壌中の水分には、同じく土壌中に存在する様々な無機物が含まれてい

る。このため、植物は、水を吸収することを通じて、自らの中に無機物を取り

込むことができる。 

根から吸い上げられた水は、葉の表面での蒸散をきっかけとして生み出された

陰圧によって、道管を通り、植物の最上部まで吸い上げられ、植物組織の隅々

にまで行き届く。その力は、大気圧の約 30倍にも達する。ここで大きな役割を

果たしているのが、水分子の持つ強力な凝集力である。水分子は電気的な力で

お互いに引き合っているため、葉の表面の細胞で蒸散が起こり、水分が失われ

ると、周囲の細胞から水分を引き込む。その作用が葉から茎、茎から根へと続

き、植物内部の水を引き上げる力として機能している。 

植物が厳しい気候に耐えるためにも、水の果たす役割は大きい。植物は、激し

い太陽熱を受けても急激には暖まらない。植物の組織中に大量に含まれた水が、

その大きな比熱によって、植物の温度を上がりにくくする役割を果たしている

からである。さらに、日中は気孔から水分を蒸発させ、水の気化熱によって植

物の温度を大きく下げている。 

また、植物は、寒風にさらされてもすぐには凍らない。植物は組織内に様々な

物質が溶け込んだ大量の水分を蓄えている。水の融解熱は 80cal/g と非常に大

きい。さらに、物質の溶けた水の融点は低下する。この結果、植物は、寒冷環

境でもある程度までなら耐えることができる。 

植物は、太陽エネルギーを利用して、水と二酸化炭素からグルコースと酸素を

生産する。これを光合成と呼ぶ。グルコースは、高分子化するとセルロースに

なる。ほとんどの植物の幹や葉の組織はセルロースからできている。また、グ

ルコースは高分子化してデンプンにもなる。さらに、グルコースは、生体が必

要とする物質を合成するための原料としても使われる。例えば、体内のエネル

ギー運搬体である ATP は、グルコースからいくつかの過程を経て作られる。植

物に固有の匂いや花の色や味を作る物質なども、グルコースから合成される。
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水が原料となってグルコースが作られ、グルコースから様々な生体材料が作ら

れ、それらが組み合わされて多様な植物の世界がつくられている。 

 

● 動物と水 

動物の身体を急激な体温変化から守るために、水の果たしている役割は大きい。

水は大きな比熱容量を持つため、体内に含まれる水分によって体温変化は緩や

かになる。運動によって体温が上昇すると、発汗により調節される。これは、

気化熱を利用して熱を身体から逃がしていると言える。 

脊椎動物の生命維持に大きな役割を果たしている体内の水分が、血液である。

血液には、生命維持に必要な多種多様な物質が溶けている。また、血液中の赤

血球は、内部に含まれるヘモグロビンの性質によって、酸素を運ぶ役割を果た

している。血液は、体中に張り巡らされた毛細血管を通じて体の隅々にまで運

搬されている。 

動物の体内における生体反応の過程でも、水は大きな役割を果たしている。 

動物の口から摂取された食物は、消化酵素の助けにより、水との反応によって

生体材料に分解される。タンパク質からはアミノ酸、デンプンからはグルコー

ス、脂肪からは脂肪酸が作られる。さらに、酵素の作用により、それらを材料

として生命維持に必要な物質が合成される。酵素は特定の立体構造をとらなけ

ればその機能を発揮することができない。酵素が特定の構造をとるためには、

数十から数百個のアミノ酸によって構成されたペプチド鎖が立体的に折りたた

まれ、その鎖全体を水分子が水素結合によって取り囲む必要がある。 

体内の老廃物は、血液によって腎臓に運ばれる。腎臓では、血液から一定量の

水分と老廃物が取り除かれ、尿として体外に排出される。動物の体内では、腎

臓の機能によって再生された水がリサイクル利用されていると言える。 

 

● ヒトと水 

ヒト(大人)の体重の 60-70％は水である。ヒトのすべての組織中に水が含まれ

ている。例えば筋肉に 76％、脳に 75％、骨にさえ 12％の水が含まれている。ヒ

トの組織から水分が失われると、組織の性質は大きく変化する。例えば、髪の

毛が水分を失うと、潤いを失いカサカサになる。 

ヒトは一日平均 2.5L の水を取り入れ、同じ量を排泄する。水補給は生命維持

の基本条件である。一般に、ヒトは、水分が 2％減少すると渇きを覚え、5％で

目眩を起こし、20％失うと死に至る。一方、ヒトの体内の一点を通過する水の

量は、摂取量とは比較にならないほど多い。例えば、腎臓を一日に通過する水

の量は、一日に飲む水 2.5Lの約 100倍である。ヒトが毎日生きていくためには、

それだけ多くの水が循環し、物質を運ぶことが必要である。 
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図 1 植物内での物質の流れ 

(http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0110/images/plant_2d/matome.jpg) 
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水の起源 

－地球上に水が現れるまで－ 

水は地球上に大量に存在する。これだけ大量の水はいつどこでどのように

生まれ、地球の表面上に現れたのだろうか。ここでは、水の起源から海の出

現までを、宇宙の創成にまでさかのぼって考える。 



 2 

水の起源 －地球上に水が現れるまで－ 

 

水は地球上に大量に存在する。地球上の水の総量は 13.9 億km3

 

(立方キロメー

トル)にもなる。地球の表面の 71％は海で覆われている。これだけ大量の水はい

つどこでどのように生まれ、地球の表面上に現れたのだろうか。ここでは、水

の起源から海の出現までを、宇宙の創成にまでさかのぼって考える。 

● 水素原子と酸素原子の合成 

水分子は、2個の水素原子と 1個の酸素原子によって構成される。 

水素原子は、宇宙誕生の初期に作られた。宇宙は、今から約 137億年前のビッ

グバンによって誕生した。ビッグバン直後の宇宙では、約 1000兆℃もの超高温

の中で、様々な素粒子が飛び交っていた。ビッグバンから 1 万分の 1 秒後、宇

宙の温度が約 1 兆℃になった時、素粒子の一つであるクォークが集まって陽子

(水素原子核)や中性子が作られた。その後、温度の低下に伴って、ヘリウムや

リチウム、ベリリウムなど、軽い元素の原子核が作られた。ビッグバンから数

十万年後、宇宙の温度は約 3000℃にまで下がり、原子核が電子を捉えて原子を

作ることができるようになった。水素原子もこの時に作られた。 

酸素原子は、宇宙誕生初期の過程では作られなかった。酸素原子が作られるた

めには、恒星(自ら輝く星)の誕生が必要であった。 

宇宙誕生初期に作られた水素やヘリウムなどの原子核は、ビッグバンから 10

億年ぐらいの間に、互いの重力により塊を形成し、第 1 世代の星を構成した。

星を構成する過程で、中心部分の温度と圧力は著しく上昇した。温度が約 1000

万℃に達した段階で、中心部分では水素を燃料として核融合反応が始まった。

この時、第 1世代の星は、恒星として輝き始めた。 

恒星の内部における核融合反応において、水素原子核からヘリウム原子核や炭

素原子核が合成された。酸素原子核は、ヘリウム原子核と炭素原子核から作り

出された。作り出された酸素原子核は、電子をとらえて酸素原子となった。 

 

● 惑星と水の出現 

こうして出来た水素原子と酸素原子が結合して、水分子が合成された。しかし、

水分子の大多数は、宇宙空間において、鉱物の中に水和物として取り込まれた。

水分子のみが十分な量の集合体として宇宙空間内に存在することはまれであっ

たと考えられている。 

十分な量の水は、惑星の誕生に伴って現われたと考えられている。宇宙空間に

は、超新星爆発によって生まれたガス(空気のような気体)やダスト(砂粒よりも

細かな固体)が漂っている。ガスやダストが互いの引力により集積すると、微惑
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星となる。微惑星はさらに集積し、惑星となることがある。この集積の過程で、

鉱物が化学的に分解されることがある。水を含む鉱物が分解されると、鉱物内

に化学的に取り込まれていた水は放出される。放出された水が惑星表面に留ま

ることが出来れば、それが海である。 

 

● 地球表面に海が存在するための条件 

現在のところ、地球以外の惑星の表面に、大量の水(＝海)は見つかっていない。

このことは、惑星表面に大量の水が存在するためには数多くの条件が必要であ

ることを物語っている。ここでは、それらの条件のうち二つを、太陽系を例に

取って説明する。 

まず、惑星の地表温度が、液体の水の存在できる 0～100℃の温度範囲に収ま

っている必要がある。太陽系惑星の表面温度は、太陽との距離によって決定さ

れる。現在の太陽系惑星の表面温度のデータから、液体の水が存在するために

適切な太陽との距離を推測してみよう。 

        

 ←太陽との距離小 太陽との距離大→ 

惑星名 水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 

表面の平均温度(℃) 330 200 15 -50 -130 -150 -190 -200 

表 1 惑星の表面の平均温度 

 

データより、地球より太陽に近い惑星では表面温度が 100℃を超えている。こ

れらの惑星では、液体の水が惑星の表面に安定して存在することはない。地球

よりも外の惑星では、表面温度が 0℃を下回っている。よって、惑星表面の水は

全て氷結している。太陽系の惑星の中で、惑星表面に液体の水が存在できるの

は、地球の位置のみである。 

次の条件として、惑星が、水を惑星表面に留めるために必要な引力を生み出す

ことが必要である。惑星の引力は、惑星自身の大きさに最も左右される。よっ

て、惑星自身が十分な大きさを持つことが必要である。惑星が小さいと、水は

宇宙空間に逃げてしまう。例えば、月を考えてみよう。月は地球よりも小さく、

その重力は地球の 1/6 である。そのため、太陽からの距離が地球と同じである

にもかかわらず、水分子を惑星表面に留めておくだけの引力を生み出すことが

できなかったと考えられる。現在のところ、月で水は発見されていない。一方、

地球は、惑星表面に水を留めるために十分な大きさになることが出来た。 

 

地球に海が存在するためには、これらの条件の他にも、磁場の存在などが必要

である。様々な条件が重なり、地球上には海が出現した。 



 4 

 
 

図 1 元素の周期表 

(http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0030/periodic.html) 
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エキスパート・グループ活動 web 資料集 
 
以下のようなサイトが役に立つと思います。試してみてください。 
 
宇宙図    http://www.nao.ac.jp/study/uchuzu/index.html 
一家に1 枚宇宙図 2007 ガイド http://www.nao.ac.jp/study/uchuzu/guide.pdf 
周期表(肖像有)  http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/week/shuki/a3.pdf 
周期表(肖像無)  http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/week/shuki/a3_b.pdf 
理科ねっとわーく http://rikanet2.jst.go.jp/index.php 
人体のしくみ  http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0040b/start.html 
目で見て操作する「分子の世界」http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0200a/start.html 
地球と生命の誕生  http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0150a/start.html 
 
役に立ったページに○、特に役に立ったところに◎をつけておいて下さい。どんなところを

見ましたか？余白は、メモにお使い下さい。ここはお勧めというところが見つかったら、以

下に書いておいて下さい。 
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一休みアンケート（ジグソー活動に入る前に書いてください）。 
 
エキスパート・グループ活動について伺います。 
（１） 資料は、読みやすかったでしょうか？ 当てはまるところに○を付けてください。 
 
     

とても    かなり     少し   どちらでもない  少し     かなり    とても 
難しかった  難しかった   難しかった         易しかった  易しかった  易しかった 

 
 資料についてのコメントをどうぞ。 
 
 
 
 
（２） エキスパート・グループで話し合ったことのうち、おもしろかったことはどんなこと

ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） グループで話し合ったことのうち、中心的な話題はなんでしたか？     
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ジグソー活動 聞き取りメモ用紙 
  聞いた資料番号          話してくれた人                 
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ジグソー活動 聞き取りメモ用紙 
 聞いた資料番号          話してくれた人 
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ジグソー活動 聞き取りメモ用紙 
  聞いた資料番号          話してくれた人 
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ジグソー活動 聞き取りメモ用紙 
  聞いた資料番号          話してくれた人 
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ジグソー・グループでの話し合い メモ 
 
テーマ 
 
 
 
 
 
 
話し合った内容 
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クロス・トーク 聞き取りメモ コメントなど 
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半日ご苦労様でした。最後に今日やったことを振り返って記入してください。2枚あります。 
（１） ｢水｣について、今はどんなことを考えていますか？ 
 
 
 
 
 
 
（２） 科学は、私たちが生きていくうえで、どんな役に立つでしょうか？ 
 
 
 
 
 
 
（３） グループ活動のメリット、デメリットを挙げてください。 
 
 
 
 
 
（４） 今日やったことのうち、授業に活用できそうなことがあったら書いてください。 
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以下、各質問について、当てはまるところに○を付けてください。 
 
（１） 担当した資料をジグソーグループのメンバーに説明するのは  
 
     

とても    かなり     少し   どちらでもない  少し     かなり    とても 
難しかった  難しかった   難しかった         易しかった  易しかった  易しかった 

 
（２） ジグソーグループの話し合いに参加するのは  
 
     

とても    かなり     少し   どちらでもない  少し     かなり    とても 
難しかった  難しかった   難しかった         易しかった  易しかった  易しかった 

 
（３） プロジェクト活動として話し合ったテーマは 
 
     

とても    かなり     少し   どちらでもない  少し     かなり    とても 
難しかった  難しかった   難しかった         易しかった  易しかった  易しかった 

 
（４） プロジェクト活動の話し合いに参加するのは  
 
     

とても    かなり     少し   どちらでもない  少し     かなり    とても 
難しかった  難しかった   難しかった         易しかった  易しかった  易しかった 

 
（５） クロス・トークで他のチームから出てきた話題は  
 
     

とても    かなり     少し   どちらでもない  少し     かなり    とても 
難しかった  難しかった   難しかった         易しかった  易しかった  易しかった 

 
（６） クロス・トークで自分の意見を全体に対して発言するのは  
 
     

とても    かなり     少し   どちらでもない  少し     かなり    とても 
難しかった  難しかった   難しかった         易しかった  易しかった  易しかった 

 
（７） 今日の課題は、全体として  
 
     

とても    かなり     少し   どちらでもない  少し     かなり    とても 
難しかった  難しかった   難しかった         易しかった  易しかった  易しかった 
 

回答ありがとうございました。今日のワークショップ全体について、ご意見、ご感想、今後

のご要望などがありましたらお書き下さい。裏を使ってくださっても結構です。 
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