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要 旨
火星環境は，大気 CO2 によって強く規定されている．それは火星の大気の 95%
が CO2 であること，極冠や地表のレゴリス層が CO2 のリザーバとなっているこ
とに起因する．火星の自転軸傾斜角と軌道離心率は過去数万から 1000 万年の間
大きく変動していたことが理論的に推定されている．惑星の自転軸傾斜角や離
心率は日射量の緯度分布や季節変化に影響を与える要因であることから，これ
らの変動は気候変動を引き起こす可能性が高い．先行研究においては，南北 1 次
元エネルギーバランス気候モデルと火星表層における CO2 交換モデルを結合し
たモデルを用いて火星の気候の多重性やその進化について議論されているが，
自転軸傾斜角変化や離心率変化による火星表層における CO2 リザーバ間の分配
を含む火星表層 CO2 システムの挙動の解析は行われていない．また，火星の近
過去における気候変動や火星表面にみられる周氷河地形との関係，という視点
での考察はない．
そこで本研究では，自転軸傾斜角と軌道離心率の変動に対して，火星特有の気
候システムがどのように応答するのかについて検討を行った．また，そのような
火星表層 CO2 システムの挙動について詳しく検討した．その結果，自転軸傾斜
角が現在よりも小さい場合，火星両極における永久極冠の発達により，大気は非
常に希薄（現在の十分の一以下）にまでなること，しかし自転軸傾斜角の増加に
つれて永久極冠は縮小し，大気圧やレゴリスの CO2 リザーバが増加することを
明らかにした．そしてある臨界値を上回ると，永久極冠は消滅し，季節性極冠
（冬季に形成され，夏季に消滅する）が形成されるようになる結果，自転軸傾斜
角は大気圧を含むすべてのリザーバに大きな影響を及ぼさないこと（CO2 の分
配が自転軸傾斜角によらなくなること）も明らかになった．
また，衝突クレーター内壁斜面のような平地とは異なる条件で局所的な CO2
の凝結が生じるかについても検討を行ったところ，赤道向き斜面によりも極向
き斜面で選択的に CO2 の凝結が生じやすいことが示された．このことは，斜面
における氷河作用の非対称性を意味することから，火星の中緯度にみられるク
レーター形状の非対称性（極向き斜面の平坦化）の成因と関係している可能性が
示唆される．
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Abstract
The climate of Mars is dominated by CO2. This is because 95% of the atmosphere of
Mars consists of CO2, and the ice-caps and surface regolith layers are large reservoirs of
CO2. Exchange of CO2 among these three CO2 reservoirs on the Martian surface should
therefore play a great role in determining the global climate of Mars.
On the other hand, Laskar et al. (2003) showed theoretically that orbital elements,
especially obliquity and eccentricity, has changed dynamically on Mars for the last 10
million years. Because both the obliquity and eccentricity are critical parameters to
determine distribution and seasonality of insolation, Martian climate system may have
changed dynamically owing to the changes in these orbital parameters.
Analyses of behaviors of the Martian climate coupled with surface CO2 system have
been studied by Nakamura and Tajika (2001, 2002, 2003). They focused on multiplicity
of the Martian climate states and the evolution of the climate system of Mars, but did not
investigate the details of behaviors of the Martian CO2 system against the orbital
parameters such as obliquity and eccentricity, and possible relation to periglacial
landforms observed on the Martian surface today.
In this study, we investigate the behaviors of the Martian surface CO2 system (partition
of CO2 among the three CO2 reservoirs – atmosphere, ice caps, and regolith) against
changes in obliquity and eccentricity. We found that the Martian atmosphere becomes
very thin (down to ~0.3 mbar) when obliquity becomes lower because permanent ice cap
develops significantly under low obliquity. An increase of obliquity would result in
increases of the reservoir sizes of the atmosphere and regolith. However, we also found
that the reservoir sizes of the Martian surface CO2 system would become constant against
the obliquity changes when obliquity is larger than some critical value (~40°). This is
because permanent ice cap cannot be stable under high obliquity and seasonal ice cap
does not change a net CO2 budget through a year. Formation of CO2 ice on the polarfacing slope of crater is shown, and it may explain possible periglacial features as seen in
the interiors of Martial craters located in the middle latitude.
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1．序論
1.1 研究背景
現在の火星は乾燥し，非常に寒冷な環境である．年平均大気圧は 7 mbar
（Pollack
et al., 1987）程度で，大気のおよそ 95%は CO2 である．稀薄な大気ゆえにその温
室効果も弱く，5 K 程度の加熱効果しか持たない．火星の大気上層の温度は 212
K ほどである (Pollack, 1979)．地表面が最も効果的に太陽からの日射によって加
熱されるのは低緯度域の夏至の昼間で，辛うじて 273 K（H2O の三重点）を上回
る温度が実現されることがある．しかし，その条件はきわめて限定的である．
一方，火星表面には渓谷や古い海岸線のように見える地形が存在することか
ら，かつての火星は温暖湿潤で，液体の水が存在できた可能性が示唆されている
(e.g., Head et al., 1999; Smith et al., 1998)．過去の太陽光度は現在より低いことを
考慮すると，かつての火星は大気の温室効果が強かったのではないかと考えら
れる (Sagan and Mullen., 1972)．その温室効果ガスとしては CO2 のほか，CH4 や
NH3 などが考えられている (e.g., Pollack et al., 1987; Kasting, 1997)．すなわち，か
つて大気中の CO2 量は現在よりもはるかに多かったが，火星史を通じて大気中
の CO2 量は大幅に低下してきた可能性が考えられる．そのメカニズムはよくわ
かっていないが，宇宙空間へ散逸したか，水の存在下で炭酸塩鉱物として沈澱し
た可能性が考えられる (Pollack et al., 1987; Baker et al., 1991)．
現在の火星表層において，CO2 の主要リザーバは大気以外にも存在する．その
ひとつは極冠でありもうひとつはレゴリスである (e.g., Fanale and Cannon,, 1977;
Fanale et al., 1982; Zent and Quinn, 1995; Mellon, 1996)．現在の火星の大気圧は，
CO2 が極域において凝結・昇華することに伴う北極冠および南極冠の季節的な
成長・縮小によって，約 25%も季節変化することが知られている (Hess et al.,
1980)．また，レゴリスは火星表面を覆う多孔質な砂粒であるが，レゴリスはそ
の微孔内に CO2 を吸着する性質が知られており，それが CO2 の主要なリザバー
の一つであると考えられている．重要な点は，これら３つの主要リザーバ間で
CO2 の交換が生じるということである．この結果，火星の大気圧，すなわち CO2
分圧が制御されているのではないかと考えられる．
たとえば，Gierasch and Toon (1973) では，極冠―大気間での CO2 の交換を考
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慮した 0 次元エネルギーバランスモデルを用いて火星の気候システムが 2 つの
多重解を持つことを示した．現在の火星がひとつの解であり，他方は大気圧がよ
り高い温暖気候の解である．
また，Mckay et al. (1991) は，火星大気とレゴリス間の CO2 の分配に起因する
気候の多重解を調べた．彼らは，Toon et al. (1980) の大気とレゴリス間での CO2
交換モデルと，Pollack et al. (1987) の火星大気の鉛直 1 次元放射対流モデルとを
組み合わせ，火星の気候システムが 2 つの多重解を持つことを示した．やはり，
現在の火星がひとつの解であり，他方は大気圧がより高い温暖気候の解である．
火星の気候システムにおいて大気，極冠，レゴリスが CO2 リザーバとして果
たす役割は大きい．これらは相互に影響しあい，CO2 を交換し合って火星特有の
気候システムを構成している．そこでこれを「火星表層 CO2 システム」と呼ぶ
（Nakamura and Tajika, 2001, 2002, 2003）．火星表層 CO2 システムに基づき，火星
の大気 CO2 分圧や気候が，主要 CO2 リザーバ中の CO2 総量や太陽光度などの諸
条件にどのように応答するのかについては，Nakamura and Tajika (2001, 2002,
2003) によって詳しく調べられている．
一方，火星の自転軸傾斜角は 0~60°と，地球と比べてきわめて大きく変動して
いると考えられている (e.g., Laskar and Robutel, 1993)．月や冥王星，潮汐力によ
るエネルギー散逸，太陽や地球の扁平率なども考慮した，太陽系全体の力学進化
の数値積分によって，火星の軌道要素（とくに自転軸傾斜角と離心率）が理論的
に推定されている（e.g., Laskar et al., 2002）．図 1.1 はその結果を示したものであ
る．この結果によれば，火星の自転軸傾斜角は，過去 1000 万年間においては~15
度から~50 度，離心率は~0 から~0.12 程度の幅で，数万~数百万年スケールのさ
まざまな周期で大きく変動していたことが示される．
自転軸傾斜角の変化は，火星が受け取る日射量の緯度分布および季節変化の
様子を大きく変える．図 1.2 は，年間に受け取る日射量を緯度と自転軸傾斜角の
関数として示したものである．一般に，自転軸傾斜角が大きくなると，赤道と極
における年間日射量の差が小さくなり，自転軸傾斜角が 54 度を超えると，極で
受け取る日射量が赤道で受け取る日射量よりも大きくなる．さらに，自転軸傾斜
角が大きくなると，日射量の季節変化が激しくなることから，気候も季節的に大
きく変化することが知られている．近過去における自転軸傾斜角によって，火星
の日射量分布とその季節変動，すなわち火星の気候は大きな影響を受けたはず
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である．実際，火星の極冠には色の暗い層と明るい層が交互に堆積していること
が知られているが，それはこうした自転軸傾斜角変動に起因するものであると
考えられている (Laskar et al., 2002)．

図 1.1 過去 1000 万年間の火星の自転軸傾斜角と離心率の変化
横軸は時間で，左端が現在，右に進むほど時間を遡ることに注意．
これらの軌道要素の時間変化には複数のタイムスケールがあることがわかる．
（Laskar et al., 2002 に基づく）
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図 1.2 年平均日射量の緯度および自転軸傾斜角依存性
自転軸が傾くにつれて極域の日射量は増加し，
赤道域の日射量が低下していくことがわかる．
（石井徹之 (2008) 学位論文に基づく）

このような自転軸傾斜角変動に対して，火星表層 CO2 システムがどのような
応答をするのかの検討は重要である．というのは，火星の場合，自転軸傾斜角変
動によって日射量変動が生じ，それによって気候変動が生じる，という単純な図
式ではないと考えられるからである．日射量変動によって南北温度分布とその
季節変動が生じるが，それによって CO2 の凝結や昇華が生じたり，CO2 のレゴ
リスへの吸着や放出が生じたりすることによって大気圧が変化し，それがさら
に気候に影響を与えるといった「フィードバック機構」が働くことが考えられる
ためである．したがって，単純な自転軸傾斜角変動＝日射量変動だけの議論から
さらに進んだ検討が必要であると考えられる．
こうした検討は，Nakamura and Tajika (2003) ですでに行われている．しかしな
がら，彼らの検討は，主として火星の気候状態の多重性とその履歴，気候ジャン
プの可能性などに限られており，火星表層 CO2 システム内部で CO2 が各リザー
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バにどのように分配されるか，あるいは火星表層 CO2 システム全体の挙動解析，
などは行われていない．また，近過去における火星の気候状態がどのように変動
したのかという視点では検討されていない．
そこで本研究では大気，極冠，レゴリス間での CO2 の交換という火星特有の
気候システムが，自転軸傾斜角や離心率などの軌道要素の変動に対してどのよ
うに振る舞うのかについて数値モデルを用いた検討を行う．そして，自転軸傾斜
角に対して各 CO2 リザーバがどのように変化するかなど，火星表層 CO2 システ
ムの挙動を解析し，近過去における火星の気候変動のメカニズムを理解するこ
とを目標とする．
一方で，火星表面には衝突クレーターを含むさまざまな地形的起伏が存在す
る．そうした地形の斜面においては，太陽の仰角（あるいは天頂角）が平地にお
ける角度とは異なるため，異なる日射量を受け取ることになる．したがって，局
所的な日射量の違いが原因となり，平地では起こらない CO2 の凝結・昇華が斜
面においてのみ選択的に生じる可能性も考えられる．自転軸傾斜角が変動すれ
ば，斜面における日射量も大きく変化し得るため，その影響の検討は重要であろ
う．地形的な斜面で CO2 の凝結が生じて氷河が成長するようなことが起これば，
氷河作用によって浸食作用や堆積作用によって地形の修正・変形が生じる可能
性も考えられる．
そこで，本研究では地形的な斜面における日射量の定量化を行い，それを用い
て局所的なエネルギーのバランスから温度と圧力の条件を求め，CO2 の凝結や
昇華が斜面に特有の現象として生じることがあるのかについての検討も行うこ
とにする．また，それが火星表層 CO2 システムにおいてどの程度重要な CO2 リ
ザーバであるのか，さらには火星表面にみられる地形的特徴と何か関係がある
のかについて検討を行うことにする．
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1.2． 研究の目的
本研究の目的は，火星の大気－極冠―レゴリスからなる火星表層 CO2 システ
ムが，自転軸傾斜角変動に対してどのように振る舞うのかを，数値モデルを用い
て検討することである．また，地形的な斜面において CO2 の凝結や昇華が生じ
る条件が存在するのか，ということについても検討を行い，それが火星表層 CO2
システムのおいて重要なリザーバとなり得るのか，また現在みられる地形的な
特徴と関連付けられるかどうかについても検討を行う．
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2．手法
2.1．モデルの構成
火星の自転軸傾斜角の時間変化にともない，大気中の CO2 量（CO2 分圧），極
冠などを構成する凝結した CO2 量，レゴリスに物理吸着した CO2 量がそれぞれ
どのように変化するのか，また条件によって極域以外の緯度帯において地形的
な斜面やクレーター内部の壁面で CO2 の凝結が生じるのかどうか，そうした火
星の「CO2 システム」の挙動とそれにともなう近過去における火星の気候変動が
どのようなものであったのかを明らかにすることが，本研究の目的である．
そこで，まず Nakamura and Tajika (2001, 2002, 2003) で開発された火星の南北
1 次元エネルギーバランス気候モデル（EBM）と CO2 システムの結合モデルに
基づいたモデルを用いて，自転軸傾斜角の変化に対する CO2 システム及び気候
の変化を調べることにする．このモデルは，南北 1 次元 EBM と CO2 の主要な 3
つのリザーバ間での CO2 の交換モデルを結合し連立させて解くものである．南
北 1 次元 EBM では，火星が太陽から受け取る正味のエネルギーと，惑星放射と
して失われるエネルギー，南北方向の熱輸送，CO2 の凝結・昇華時の潜熱の出入
り，および CO2 極冠形成による地表面アルベドの変化を考慮し，自転軸傾斜角
を与えた場合の日射量の時間変化を境界条件として，それらのエネルギー収支
を解く．そして火星の大気 CO2 分圧，南北温度分布，極冠の消長などの時間変
化が周期的平衡状態に達するまで計算を行う．そのようにして，火星の全球を東
西平均した平均場（温度の緯度分布と大気圧等）を決定する．
それと並行して扱う CO2 交換のモデルとは，火星の大気の主成分である CO2
が，環境条件の変化に対応して主要な 3 つのリザーバ（大気，極冠，レゴリス
へ）間でどのように移動し分配を変えるかを解くモデルである．３つのリザーバ
合計の CO2 量（総 CO2 量）が保存されることを仮定して連立方程式を解くこと
により，CO2 リザーバ間での CO2 分配を決定する．以上の 2 つのモデルを結合
した火星の気候と CO2 システムの結合モデル（全球平均場モデル）によって，
大気圧と南北温度分布を決定する．
大気圧は，惑星気候システム全体の振る舞いから制約される．一方，CO2 の凝
12

結・昇華の振る舞いを決定する要素は大気圧と温度であるが，このうち温度につ
いては，平均場とは異なる局所的な条件では大きく変わる可能性がある．たとえ
ばクレーターの内壁斜面の温度場は，その場所の日射条件の影響を強く受ける．
斜面に対する日射量は平地に対する日射量とは異なる上，条件によっては影に
なるなど日照時間も異なるからである．
そこで，局所的な温度場を決定するために局所エネルギーバランスモデル（局
所モデル）を用いる．これはクレーター壁面における 0 次元 EBM を解くもので
ある．上述の全球平均場モデルによって決定した大気圧を境界条件として，斜面
が太陽から受け取るエネルギーと斜面が出す赤外輻射，CO2 の凝結・昇華が生じ
る場合にはその潜熱の出入りを解く．これらのエネルギーが釣合った平衡状態
を計算することによって，クレーター内壁斜面の温度を決定する．
これら 2 つのモデル（全球平均場モデル及び局所モデル）を組み合わせて，ク
レーター内壁斜面における温度条件を制約し，CO2 の凝結や昇華が生じるかど
うか，斜面の向き（極向きまたは赤道向き）によって CO2 の凝結と昇華の振る
舞いが異なるかどうかなどについて調べる．

2.2．全球平均場モデル
2.2.1．南北 1 次元エネルギーバランスモデル
惑星表面の南北温度分布は，南北 1 次元エネルギーバランスモデルを用いて
計算を行う（図 2.1）．いま，時刻を t [s]，惑星表面の熱容量を C [J/K/m2]，惑星
の緯度をθ（ただし，x = sin θ とする），温度を T (x, t) [K]，CO2 の凝結・昇華の
潜熱を L [J/kg]，CO2 氷の質量を M [kg/m2]，太陽からの正味の入射エネルギーを
Q (x, t) [W/m2]，惑星放射を I (x, t) [W/m2]，とすると，

𝐶

d𝑇(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑀(𝑥, 𝑡)
−𝐿
= 𝑄(𝑥, 𝑡) − 𝐼(𝑥, 𝑡) − div 𝐹(𝑥, 𝑡)
d𝑡
𝜕𝑡

という関係式が成立する (e.g., North et al., 1981)．ここで div F は南北熱輸送を表
す．
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図 2.1 EBM のモデル概念図
各緯度方向の計算グリッドについて，日射量，惑星放射，南北熱輸送を計算
し，そのエネルギーのバランスでその地点の温度と堆積 CO2 質量を求める．日
射量は主に反射率と緯度，惑星放射は大気圧と地表面温度，南北熱輸送は大気
圧と温度勾配の関数で書ける．

右辺第 1 項の太陽からの正味入射エネルギーQ は以下の式で与えられる．
𝑄(𝑥, 𝑡) = 𝑆𝑡 (𝑡) ⋅ 𝑆(𝑥, 𝑡) ⋅ (1 − 𝛼(𝑥))
ここで St は火星軌道上における太陽放射に垂直な面が，単位面積かつ単位時間
あたりに受け取るエネルギー，S は火星表面の各緯度において受け取るエネルギ
ーを表す無次元量，αは地表面の反射率（アルベド）である．
まず，St (t) は太陽から火星までの距離 r [AU]の 2 乗に反比例するので，現在
の太陽定数 Q0 [W/m2]（地球軌道上での太陽放射）を用いて，
𝑆𝑡 (𝑡) =

𝑄0
𝑟2

と表せる．火星の離心率 e，軌道長半径 a [AU]，離心近点離角 u (t )を用いると，
太陽・火星間距離 r [m]は次のように表せる（図 2.2）．
𝑟 = 𝑎(1 − 𝑒 ⋅ cos 𝑢(𝑡))
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図 2.2 太陽と惑星の位置関係と変数 u, f の定義
太陽と惑星の位置関係．離心近点離角 u と真近点離角 f は，惑星が近点から，
公転方向に計ってどれだけ移動したかを表す角度である．角度を測る中心が，
離心近点離角では軌道の中心，真近点離角では恒星のある焦点というように異
なっている．

火星が時刻 t = 0 で近点に位置すると仮定すると，u は時刻 t の関数で表現する
ことができて，
𝑢 − 𝑒 ⋅ sin 𝑢 = 𝑁𝑡
ここで，
𝑁 = (𝐺(𝑀star + 𝑚pl )/𝑎3 )1/2
である．また G [m3/kg/s2]は万有引力定数，M star [kg]は太陽質量，m pl [kg]は火星
質量である．この式は e ≠ 0 では u について解析解を求めることができないた
め，数値的に解いて u を求めることになる．
次に， S (x, t) は各緯度において受け取るエネルギーを表す無次元量である．
太陽定数 Q0，太陽天頂角 Z (x, t) とすると，地表面が受け取るエネルギーは cos
Z = μとして，μ Q0 と書ける．太陽天頂角は時刻の関数で表される．すなわち，
緯度θ，赤緯δ，時角 h を用いて，以下のように表される (e.g., Williams & Kasting,
1997; 図 2.3)．
𝜇 = sin 𝜃 ⋅ sin 𝛿 + cos 𝜃 ⋅ cos 𝛿 ⋅ cos ℎ
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ここで赤緯δは天球上における天体の緯度を表す量で，自転軸傾斜角δ0，真近
点離角を f とすると，
sin 𝛿 = sin 𝛿0 ⋅ sin(𝑓 + 𝑝)
が成り立つ．本研究では火星の自転軸傾斜角を様々に変化させ，その条件での気
候の平衡解を求める，という実験を行う．以降の議論で自転軸傾斜角を変化させ
た場合，その効果はここに効いている，ということに注意．

図 2.3 太陽天頂角の概念図
太陽天頂角の概念図．天球の中心に観測者がいる．太陽は観測者の周りを 1 回
転するのが 1 日であり，それは時角 h の時間変化として表現する．

ここで p は近日点黄経で，p=0 で近点が北半球の春分，以降同様に p=π/2 で近
点が夏，p=π で近点が秋， p=3π/2 のとき近点が冬であることをそれぞれ表す．
また，時角 h とは南中時刻を h = 0，日の出時刻を h = - H，日の入り時刻を h =
H（0 ≦ H ≦π）として，太陽の位置を表す角度である．
ここで H は，緯度θと赤緯δを用いて
cos 𝐻 = − tan 𝜃 ∙ tan 𝛿
と表される．この式の右辺は―∞から＋∞まで実数のあらゆる値を取り得るが，
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左辺の値域は－1 から+1 である．両辺の不整合は極夜と白夜の場合に相当し，
実際の取り扱いでは（右辺）＜－1 のとき H =πと，（右辺）＞ +1 のとき H = 0
をとるように与える．
本研究のモデルでは経度方向に温度分布を持たず平均化されているものとし
て扱う．これは日平均日射量を与えることと同値であるから，日射の平均的な日
照時間

𝐻

𝜇̅ =

∫−𝐻 𝜇𝑑ℎ
𝐻
∫−𝐻 𝑑ℎ

= sin 𝜃 sin 𝛿 + cos 𝜃 cos 𝛿

sin 𝐻
𝐻

に実際の日照時間の割合（H/π）を掛けたものであり，結局，

𝑆(𝑥, 𝑡) =

𝐻
1
∙ 𝜇̅ = (𝐻 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝛿 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝛿 𝑠𝑖𝑛 𝐻)
𝜋
𝜋

と表すことができる．
反射率（アルベド）αは，大気圧と地表面温度の関数として与える．いま，大
気圧 Patm における CO2 の昇華温度を Tsub とすると，
𝛼(𝑥) =

𝛼𝑓

(𝑇(𝑥) > 𝑇𝑠𝑢𝑏 )

𝛼𝑖

(𝑇(𝑥) ≤ 𝑇𝑠𝑢𝑏 )

と表される．ここで，af は氷で覆われていない地表面のアルベドを，ai は氷で覆
われた地表面のアルベドである．地表面温度が CO2 の昇華点を下回ると CO2 が
凝結し，その氷の影響で反射率が大きくなることを表わす．昇華点 Tsub は中村貴
純氏博士論文 (2003)の中で用いられている式で与える．
𝑇𝑠𝑢𝑏 = 𝑇𝑠𝑢𝑏,0 + 𝑇𝑠𝑢𝑏,1 ∙ 𝑦 + 𝑇𝑠𝑢𝑏,2 ∙ 𝑦 2 + 𝑇𝑠𝑢𝑏,3 ∙ 𝑦 3 + 𝑇𝑠𝑢𝑏,4 ∙ 𝑦 4
ここで 𝑦 = log(𝑃𝑎𝑡𝑚 ) である．
一方，大気 CO2 のレイリー散乱による反射率については，Pollack et al., 1987 の
17

定式化に従い，以下のように表現する．
Patm ≧ 10-3 [bar]のとき，
𝛼𝑓 (𝑥) = 𝛼𝑓,1 ∙ 𝑦 5 + 𝛼𝑓,2 ∙ 𝑦 4 + 𝛼𝑓,3 ∙ 𝑦 3 + 𝛼𝑓,4 ∙ 𝑦 2 + 𝛼𝑓,5 ∙ 𝑦 + 𝛼𝑓,6
𝛼𝑖 (𝑥) = 𝛼𝑖,1 ∙ 𝑦 4 + 𝛼𝑖,2 ∙ 𝑦 3 + 𝛼𝑖,3 ∙ 𝑦 2 + 𝛼𝑖,4 ∙ 𝑦 + 𝛼𝑖,5 − 0.08
Patm < 10-3 [bar]のとき，
𝛼𝑓 = 𝛼𝑓,0
𝛼𝑖 = 𝛼𝑖,0 − 0.08
本研究では，氷のない地表面アルベドに関しては，Pollack et al. (1987)の値を
採用し，CO2氷のアルベドに関してはNakamura and Tajika (2003)を参考に，現在
の火星環境を再現できるような値を採用した（表2.2）．
以上の式で用いる定数を表2.1に，アルベドの式で用いた定数及びフィッティ
ングパラメータを表2.2にまとめる．
表2.1 モデルで用いる定数
太陽定数 Q0

1366 [W/m2]

軌道長半径 a

2.28×1011 [m]

万有引力定数 G

6.67×10-11 [m3/kg/s2]

太陽質量 Mstar

1.99×1030 [kg]

火星質量 Mpl

6.39×1023 [kg]

熱容量 C

1.0×107 [J.K]

CO2の昇華潜熱 L

5.9×105 [J/kg]

近点通過季節 p

336.0 [degree]

表2.2 アルベドの式で用いる定数及びフィッティングパラメータ
0
𝑇𝑠𝑢𝑏

1

2

3

4

5

194.36

26.451

2.8593

0.1814

0.0046

𝛼𝑓

0.21

-0.0008

-0.0074

-0.0147

0.0337

0.1381

𝛼𝑖

0.63

-0.0008

-0.0011

0.0183

0.0599

0.6997

18

6
0.3249

次に，惑星放射 I は，温度の 1 次関数の形で
𝐼 =𝐴+𝐵∙𝑇
と表す．ここで比例係数の A と B は，Pollack et al. (1987) による放射対流平衡計
算の結果に基づいて決定する．比例係数 A, B は温度と大気圧に対する依存性を
持ち，大気圧の常用対数 𝑦 = log(𝑃𝑎𝑡𝑚 ) の多項式として，
𝐴(𝑥) = 𝐴0 + 𝐴1 ∙ 𝑦 + 𝐴2 ∙ 𝑦 2 + 𝐴3 ∙ 𝑦 3 + 𝐴4 ∙ 𝑦 4
𝐵(𝑥) = 𝐵0 + 𝐵1 ∙ 𝑦 + 𝐵2 ∙ 𝑦 2 + 𝐵3 ∙ 𝑦 3 + 𝐵4 ∙ 𝑦 4
という形で与える．用いたフィッティングパラメータは表 2.3 に示す．

表 2.3 惑星放射で用いるフィッティングパラメータ
𝑇 > 230.1
𝑇 ≤ 230.1

0

1

2

3

4

A

-372.7

329.9

99.54

13.28

0.6449

B

1.898

-1.68

-0.5069

-0.06758

-0.003256

A

-61.72

54.64

16.48

2.198

0.1068

B

0.5479

-0.485

-0.1464

-0.0195

-0.00094

さて，南北間（緯度方向）での温度勾配が生じれば，それを解消する向きに熱
が輸送される．南北１次元エネルギーバランスモデルでは，南北間熱輸送を，伝
統的に熱拡散で近似する (e.g., North et al., 1981)．ここで南北温度分布は，経度
方向には平均化されていると仮定する．南北間の熱輸送は，

𝐹(𝜃) = −

𝐶𝐷′ ∂𝑇(𝜃)
𝑅𝑝𝑙 ∂𝜃

を用いて，
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∂
𝜕𝑇(𝑥, 𝑡)
(𝐷(1 − 𝑥 2 )
)
∂x
𝜕𝑥

div 𝐹(𝑥, 𝑡) =

と表される．ここで， x = sinθ ，C は熱容量，Rpl は火星半径である．また，熱
拡散係数 D は 𝐷 = 𝐶𝐷′/𝑅𝑝𝑙 2 と表される．ただし，熱伝導率や熱容量などの
値には不確定性があるため，ここでは簡単のために適当な定数βを用いて拡散
係数 D は大気圧 Patm の関数として 𝐷 = 𝛽𝑃𝑎𝑡𝑚 と与えることにする (North 1975)．
定数βについては Nakamura and Tajika (2001) より，現在の火星条件を再現でき
る値 𝛽 = 5.3 再10−3 を採用する．

以上により，本研究で用いる南北１次元 EBM の式は，

𝐶

𝑑𝑇(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑀(𝑥, 𝑡)
−𝐿
𝑑𝑡
𝜕𝑡
=

𝑄0 1
(𝐻 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝛿 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝛿 𝑠𝑖𝑛 𝐻)(1 − 𝛼) − (𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑇)
𝑟2 𝜋

−

𝜕
𝜕𝑇(𝑥, 𝑡)
(𝐷(1 − 𝑥 2 )
)
𝜕𝑥
𝜕𝑥

と表すことができる．

2.2.2．𝛛𝑻/𝛛𝒕 と𝛛𝑴/𝛛𝒕 の取り扱い
エネルギーバランスモデルを数値的に解く際，注意を要するのが CO2 の凝結・
昇華の取り扱いである．CO2 の昇華温度については，圧力の関数として前節で与
えた．ある大気圧において，惑星表面の温度が CO2 の昇華温度を上回っている
間，CO2 は凝結しない．その場合，EBM の基礎方程式における凝結量の時間変
化項は ∂𝑀/ ∂𝑡 = 0 として扱う．左辺のエネルギー収支が釣合わない分は，すべ
て温度変化 ∂𝑇/ ∂𝑡 に使われることになる（図 2.4）．
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図 2.4 凝結した CO2 が地表面に存在しない場合のエネルギー収支
地表面に CO2 氷が無いときのエネルギーバランス．凝結 CO2 質量は変化せず，
エネルギーの収支は地表面の温度を変化させるのに使われる．

一方，惑星表面の最低温度が昇華温度を下回ったときには，CO2 の凝結が生じ
る（図 2.5）．CO2 の凝結は，大気圧やアルベドを変化させることから，非常に重
要な物理過程である．この場合，大気圧はどこでも同じなので CO2 氷表面にお
ける温度はどこでも昇華温度に等しい，すなわち 𝑇 = 𝑇𝑠𝑢𝑏 となる．エネルギー
収支が釣り合わない分は，その場所における CO2 の凝結または昇華に使われ，
CO2 氷の量を変化させる．ただし注意すべきことは，潜熱の出入りがある場合に
おいても，必ずしも ∂潜熱の出入り とは限らない点である．すなわち，CO2 の
凝結・昇華によって大気圧が変化すれば，CO2 の昇華温度 Tsub も変化するため
である．CO2 氷表面の温度は，どこでも昇華温度 Tsub に等しいまま推移すること
になる．

図 2.5 凝結した CO2 が地表面に存在する場合のエネルギー収支
地表面に CO2 氷があるときのエネルギーバランス．地表面温度は昇華温度 Tsub
となり，正味のエネルギー収支は CO2 の凝結・昇華潜熱として利用される．
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CO2 氷が張っていない地表面の温度が，日射量の低下などによって昇華温度
を下回るようになる場合がある．この場合，CO2 が凝結することになるはずであ
るから，∂𝑀/ ∂𝑡 = 𝐶/𝐿 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑏 − 𝑇 ′ ) を解いて CO2 氷を形成させた後，T = Tsub と
なるように温度を修正する．
逆に，ある場所の CO2 氷の量が，日射量の増加などによって負の量 M’（< 0）
となる場合がある．この場合，CO2 氷をすべて昇華させる以上のエネルギーが与
えられているので， ∂𝑇/ ∂𝑡 = −𝐿/𝐶 ∙ 𝑀′ を解いて余分なエネルギーは温度上
昇に使い，その後 M = 0 とする．

2.2.3 CO2 交換モデル
火星表層システムにおける CO2 の総量 P

total

[bar] は，大気，極冠，レゴリス

の３つの主要リザーバにおける CO2 量の総和であり，この CO2 総量は保存する
ことから，
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑃𝑖𝑐𝑒 + 𝑃𝑟𝑒𝑔
が成り立つ（図 2.6）．

図 2.6 CO2 交換モデルの概念図
火星表層 CO2 システムの概念図．大気―極冠間の交換は CO2 の凝結・昇華を模
擬し，レゴリス―大気間の交換は CO2 の吸着・解放を模擬する．火星全体に存
在する交換可能な CO2 の総量は保存するという条件を課している．
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ここで，Patm [bar]は大気に含まれる CO2 量，Pice [bar]は極冠に含まれる CO2 量，
Preg [bar]はレゴリスの微孔内に物理吸着した CO2 量を表す．ここで，CO2 氷の量
M やレゴリス吸着量は kg/m2 という単位で計算するが，総量についてはすべて
大気圧の単位 bar に換算して取り扱う．
CO2 氷の総量は，ある緯度の単位面積当たりの氷の量 M (x) [kg/m2] に緯度ご
と（空間グリッドごと）に経度方向も考慮した面積 S (x) = 2π Rpl dx [m2] を乗
じて，緯度方向に積分することで求めることができる．単位の変換係数 b [bar/kg]
を用いれば，CO2 氷の質量は以下のように表せる．
1

𝑃𝑖𝑐𝑒 = ∫ 2𝜋 𝑅𝑝𝑙 𝑏𝑀(𝑥)𝑑𝑥
−1

凝結せずに残った CO2 は大気 Patm とレゴリス Preg の間で交換される．レゴリ
スと大気の間での CO2 の交換は，McKay et al. (1991)で実験的に調べられている．
それは，大気圧 Patm のべき乗および温度 T の指数関数の積で表され，それを氷
に覆われていない緯度帯で積分することで，

𝑃𝑟𝑒𝑔 = 𝐾 ∫

exp(−

𝑛𝑜 𝑖𝑐𝑒

𝑇(𝑥)
𝛾
) ∙ 𝑃𝑎𝑡𝑚 𝑑𝑥
𝑇𝑑

のように表せる．ここで，定数 Td，γは McKay et al., 1991 で求められた値で，
K は現在の火星におけるレゴリス・リザーバ中の CO2 量を再現できるように規
格化した値を用いる．(表 2.4)
上述の 2 式に加え，CO2 総量の保存式，CO2 昇華温度の大気圧依存性の式の 4
つを連立し，４つの未知数 Patm，Pice，Preg，Tsub を求めることができる．
最後に，モデルで取り扱う標準的なリザバーサイズの推定値について簡単に
レビューする．現在の火星のレゴリスに物理吸着して存在している CO2 量は 30300 mbar 相当分あるのではないかと推定されている [Zent and Quinn, 1995;
Fanale and Cannon, 1974]．これは室内実験的にレゴリスへ CO2 がどのように吸着
するかを調べ，定式化することにより決定された．また，極冠に存在している
CO2 は，数 mbar [Fanale et al., 1982]から < 254 mbar（より現実的には，＜数十
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mbar） [Mellon, 1996] であると推定されている．どちらも不確定性が大きいが，
本研究では先行研究である Nakamura and Tajika (2001, 2002, 2003) で採用された
値を参考に，以下を標準値（大気 7 mbar，レゴリス 39 mbar, 極冠 85 mbar，合
計 130 mbar）とみなすことにする．これは現在の火星環境をモデルからよく再
現できるパラメータセットである．同じ内容を以下の表 2.5 にまとめる．

表 2.4 CO2 リザーバの分配に関するパラメータ
変換定数 b

2.87×10-6 [bar/kg]

CO2 氷の密度 ρ

1565 [kg/m3]

定数 Td

35.0 [K]

定数 γ

0.275

比例係数 K

34.0[bar1-γ]

表 2.5 モデルで扱う標準的なリザバーサイズと，交換可能 CO2 の量
Patm

7 [mbar] (Pollack et al., 1987)

Pice

85 [mbar] (Mellon, 1996)

Preg

39 [mbar] (Zent & Quinn, 1995)

Ptotal

130 [mbar]

2.3．局所モデル
2.3.1. 局所エネルギーバランスモデル
クレーター壁面は，平地とは異なる日射量を受けるため，平地とは異なる温度
場が実現すると予想される．局所的に平地とは異なる温度が実現すれば，CO2 の
振る舞いも違ったものとなり，平地では CO2 の凝結が生じない緯度帯において
も，クレーター壁面においては CO2 が凝結する，という状況が生じ得る．CO2 シ
ステムの挙動を理解するために，そのような全球の平均場とは異なるクレータ
ー壁面における局所的なエネルギーバランスを調べることは有用である．そこ
で，局所的に EBM を用いることにより，クレーター壁面における CO2 の振る舞
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いを調べることにする（図 2.7）．

図 2.7 局所 EBM の概念図
斜面に対するエネルギーバランスを取り扱うための，局所 EBM の概念図．
添え字 s はそれらが斜面における物理量であることを意味する．
また斜面の角度 s を，北向きを正として定義する．

ここで用いる基礎方程式は，全球平均場のものとほぼ同じ式である．ただし，
受け取る日射量は斜面における条件を考慮したものを与え，斜面における温度
や CO2 氷の量を，平地とは独立に計算する．

C

d𝑇𝑠 (x, t)
𝜕𝑀𝑠 (𝑥, 𝑡)
−𝐿
= 𝑄𝑠 (𝑥, 𝑡) − 𝐼𝑠 (𝑥, 𝑡) + div 𝐹𝑠 (𝑥, 𝑡)
dt
𝜕𝑡

ここで，添え字の s は，それが斜面についての変数であることを表す．ここでは
全方位ではなく，とくに極向きと赤道向き（具体的には北向きと南向き）の斜面
に注目することにする．
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日射量 Qs は，前述の平地における日射量と同様に，
𝑄𝑠 (x, t) = 𝑆𝑡,𝑠 (𝑡) ⋅ 𝑆𝑠 (𝑥, 𝑡) ⋅ (1 − 𝛼𝑠 (𝑥))
と表すことができる．ここで，S t,s(t) は平地における S t(t) と完全に同じ式で定
義する．また，αs もαと同じ式で与える．
一方，斜面の効果は S s によって表される．いま，斜面からみた太陽天頂角は，
クレーターの位置する緯度と，クレーター壁面の傾斜角に依存する．クレーター
壁面の斜面の角度を，北向き（南側壁面）を正として s [rad]とすると，太陽天頂
角 Z の余弦μは，
𝜇 = sin(𝜃 + 𝑠) ⋅ sin 𝛿 + cos(𝜃 + 𝑠) ⋅ cos 𝛿 ⋅ cos ℎ
と表すことができる．これは，緯度θに位置する角度 s の斜面に対する太陽天頂
角は緯度θ における太陽天頂角に等しい，ということを意味する（図 2.8）．こ
れ以降，「緯度θに位置する角度 s の斜面に対する太陽天頂角は，緯度 θ にお
ける太陽天頂角に等しい」という意味で，緯度 (θ+s ) のことを，緯度θに位置
する角度 s の斜面に関する「相当緯度」と呼ぶことにする．またそれとの対比
で，緯度θのことを「現地緯度」と呼ぶことにする．
詳しい説明を述べる前に，まず用語を整理しておく．「現地緯度が昼である」
とは，前節で定義を述べた日没時刻 H と時角 h について −𝐻 ≤ ℎ ≤ 𝐻 が成り立
つという意味である．またその応用で相当緯度での日没時刻を Hs とすると，
「相
当緯度が昼である」とは−𝐻𝑠 ≤ ℎ ≤ 𝐻𝑠 が成り立つという意味である．以後は，
これらの用語を上述の定義に従って使用する．
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図 2.8 緯度θ角度 s の斜面と，緯度θ＋s の平地，それぞれの自転の軌跡
緯度θ角度 s の斜面と緯度θ＋s の平地では，自転の軌跡が同じ面を描く．昼
か夜という問題を除けば，太陽天頂角が同じ時間変化を辿ることが分かる．

太陽天頂角は相当緯度の値を用いる．しかし単純に相当緯度の太陽天頂角の
余弦に Q 0 を乗じるだけでは斜面に対する日射量の定量化として適切でない．な
ぜなら「相当緯度が昼（−𝐻𝑠 ≤ ℎ ≤ 𝐻𝑠 ）で，現地緯度が夜（ℎ < −𝐻 あるいは 𝐻 <
ℎ）である」という例外が存在するからである．相当緯度が昼間で，現地緯度が
夜であるという状況は，斜面の法線（＝相当緯度の地面の法線）が太陽方向を向
いてはいるが，そもそも現地が夜半球に位置するために日射が当たらない，とい
う状況に相当する（図 2.9）．地面の法線が太陽方向を向いていても，そもそも太
陽が火星の反対側に位置するために日射は当たらない．このため相当緯度が昼
間であっても，現地緯度が夜であれば日射量は 0 となる．
あるいは，反対の状況を考える．すなわち「現地緯度が昼（−𝐻 ≤ ℎ ≤ 𝐻）で，
相当緯度が夜（ℎ < −𝐻𝑠 あるいは𝐻𝑠 < h）である」という状況である（図 2.10）．
これは「現地は昼間であるから太陽が照り付けているが，斜面の角度の具合でち
ょうど斜面そのものは日陰になっている」という状況を意味し，この場合も斜面
に日光は差さない．
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図 2.9 夜半球で，地面法線が太陽方向を向いているケース
自転軸と斜面傾斜角によっては，夜に地面法線が太陽を向く

図 2.10 現地が昼で，相当緯度が夜のケース
自転軸傾斜角と斜面の角度の組合せによっては，昼間に日陰になる坂がある．

上で述べた内容と併せると，
「日照時間は，H と Hs を比較して，日没時刻が早
い方 𝐻𝑚𝑖𝑛 = min(𝐻, 𝐻𝑠 ) で制約される」ということになる．
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以上のことから，斜面への日射量 S (x,t) は，時刻 t において，
𝑆(𝑥, 𝑡) = sin(𝜃 + 𝑠) ⋅ sin 𝛿 + cos(𝜃 + 𝑠) ⋅ cos 𝛿 ⋅ cos ℎ

(𝐻𝑚𝑖𝑛 ≤ ℎ ≤ 𝐻𝑚𝑖𝑛 )

(ℎ < −𝐻𝑚𝑖𝑛 𝑜𝑟 𝐻𝑚𝑖𝑛 < ℎ)

0

と表すことができる．現地緯度が昼間でも，斜面角度により日陰となる場合が存
在するという例外状況を表現するため，場合分けが必要となることに注意する．
上述の通り，斜面の角度 s は，斜面への日射量を規定する重要な役割を担う．
火星の地表面は細かい砂粒であるレゴリスの層に覆われており，斜面は風や流
体，氷河などの作用で浸食作用や堆積作用を受ける可能性が考えられる (e.g., Li
et al., 2005, Head et al., 2003)．また火星のアルバ・パテラ地域とケラウニウス・
フォッサ地域のクレーターの最大傾斜角がおよそ 30-10 度の範囲で分布してい
ることが石井徹之氏 D 論, 2008 により示されている (図 2.11)．本研究では，火
星のクレーター壁面の傾斜角が s = 30 [度]であることを仮定して日射量を計算す
る．この値はレゴリスの安息角（約 35 [度]; Team, (1997)）程度である．

図 2.11 AP 及び CF 地域のクレーター壁面の最大角
火星の AP 地域および CF 地域におけるクレーター壁面の最大角．横軸がクレー
ターの緯度，縦軸が最大角度，青は極向き壁面，赤は赤道向き壁面を表す．実線
は隣接する 9 つのデータの移動平均．図は石井徹之氏 D 論 (2008)に基づく．
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惑星放射 Is については，前述の全球 EBM における取り扱いと同様とする．す
なわち斜面における温度 Ts を用いて，
𝐼𝑠 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑇𝑠
とする．比例係数 A, B も前述の定義と同じである．
そのほか，地表面の熱容量 Cs も平地における値と同じ値を用いる．
クレーター内壁の温度とクレーター底面の温度が大きく異なれば，温度差を
平均化するような熱の輸送ないし混合が生じる可能性が考えられる．本研究で
は簡単のために，局所的な熱輸送を，以下の式のように温度勾配に比例した量で
与えて模擬する．
div 𝐹𝑠 (𝑥, 𝑡) = 𝑚(𝑇 − 𝑇𝑠 )
クレーター底部との温度差に応じた熱の輸送を表現する．またこの比例係数 m
についてはさまざまな定義で値を与えた．詳しくは 3.5.1 節，3.5.4 節（前半・後
半）を参照のこと．
ここで，本研究ではクレーター底部の熱を一種の熱浴として仮定し，上記の過
程によってクレーター底部（および平地）における温度 T は変化しないものと
仮定する．この妥当性について，火星のアルバ・パテラ地域でクレーター密度を
代表すると，クレーターは平地との面積比で 3.9%を占めるにとどまる．95%以
上の面積を平地が占め，すなわち平均場モデルにおける温度条件となっている
ため，わずか 4%程度の範囲と熱の交換をする影響はかなり限定的と考えられる．
よってクレーター密度が十分小さければ，平地は斜面にとってほぼ熱浴として
扱って近似することは妥当であると考えられる．

2.3.2. 𝛛𝑻/𝛛𝒕 と𝛛𝑴/𝛛𝒕 の取り扱いと総 CO2 量の保存
クレーター内壁における CO2 の凝結や昇華を計算するためには，全球 EBM に
よって求められた大気 CO2 分圧条件下で，求められたクレーター内壁の局所的
30

な温度条件を用いる．その際，温度 Ts の取り扱いは，全球 EBM を用いた場合
と同様である．
本研究では局所モデルにおいて凝結した CO2 の量は数えず，火星の気候系内
で交換可能な CO2 の総量の保存とは切り離して取り扱った．その理由は手始め
に簡単なモデル化から考えるという点で取り扱いが容易であったからであるが，
この仮定がどれくらい妥当なものなのかは，検討する必要がある．
火星のアルバ・パテラ地域における直径 5 [km]以上のクレーターは 222 個で
あり，その平均直径は 10.3 [km]，深さ／直径比は最大でも 0.1 程度である（石井
徹之氏 D 論, 2008）．クレーター形状を真円と仮定し，局所モデルにより CO2 が
クレーター内部の半分を埋めるに至った場合，アルバ・パテラ地域における主要
なクレーターの体積の和はおよそ 3,700 [km3]程度と試算できる．一方，今回の
研究における標準ケース（現在の火星気候の再現）では，極冠として凝結する
CO2 は 128,000 [km3]であり，この間には 34 倍以上の違いがある．
オーダーで規模に違いがあるとはいえ，場合によっては無視するという仮定
が適切でない場合が排除できないかもしれない（自転軸傾斜角が寝ると極冠リ
ザーバが~10 倍程度縮小することは，以降で説明する図 3.6 などから明らかであ
る）．それについて定量的に検討し，場合によっては局所モデル内で凝結した CO2
を交換可能 CO2 の保存の式に組み込んで計算する必要があるかもしれない．そ
れについては今後の課題である．

2.４．計算条件
全球平均場モデルの初期条件として，温度は全球一様（250 [K]），総 CO2 量は
すべて大気リザーバに分配され，CO2 極冠は存在しない，という条件を仮定する．
Nakamura and Tajika (2001)や Nakamura and Tajika (2003) により火星表層 CO2 シ
ステムを解く EBM において解の多重性が存在することが示されていて，可能性
のある多重解は「無凍結解」
「季節極冠解」
「永久極冠解」の 3 つである．今回計
算結果として得られたのは「季節極冠解」と「永久極冠解」の 2 つで，
「無凍結
解」は得られなかった．初期条件に依存して得る解が異なる可能性を排除できな
いが，その影響について次の節で議論する．
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また，現在の火星条件で，観測される年平均大気圧となることを境界条件とし
て用いた．具体的には，全球平均場モデルから決定される大気圧の年平均値が
̅̅̅̅̅̅
𝑃𝑎𝑡𝑚 = 7.0 × 10−3 [bar] (Squyres and Kasting, 1994) となるようにパラメータを調
整した．
本研究では，初期条件から出発して得られる解が周期的に収束するまで時間
積分を行う．その際の収束条件は，毎年火星が近点に位置してから 1 火星日間
の平均温度の緯度分布が，翌年の同じ日の平均温度の緯度分布と，それぞれ同じ
緯度同士の温度差の 2 乗和の平方根をとってそれが 1 [K] 未満になったとき，
温度変化が周期的に収束したとみなす．平均場モデルにおける平地温度，局所モ
デルにおける北向き斜面，南向き斜面の 3 つに対してこの判定を繰り返し，そ
れらすべてが収束条件を満たしたとき，モデルが平衡状態に達したとみなす．そ
して最後の 1 年間をその条件における火星の気候として採用する．
最後に，今回使用するモデル全体の概念図を載せる．（図 2.12）

図 2.12 全球平均場モデルと局所モデルの位置づけ
今回用いる 2 つのモデルの関係性を，視覚的に表現した図．
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3．結果と考察
3.1. 概要
この章では，主に 3 つの結果を示し，その考察を行う．1 つ目は全球平均場モ
デルを用いて CO2 リザーバが自転軸傾斜角の変化に対応してどのように変化す
るのかについて，2 つ目はそれが軌道離心率を変化させた場合にどのように変化
するかについて，そして 3 つ目は全球平均場モデルで得られた火星全球気候を
境界条件としたときのクレーター壁面において CO2 の凝結が生じるかどうかに
ついて調べた結果について示し，それぞれ考察を行う．

3.2．現在の火星環境の再現
まず，現在の火星環境を再現できることを確認する．この計算を含め，以下の
議論においては，火星表層システムにおいて交換可能な CO2 (exchangeable CO2)
の総量を Ptotal ＝ 130 [mbar] と仮定する．これは，火星探査機 Viking による観
測データから得られた Patm (Hess et al., 1980)，火星条件下での CO2 と H2O のレゴ
リスへの吸着量を実験に基づき推定した Preg (Zent & Quinn, 1995)，熱伝導率か
ら火星極冠における CO2 氷の総量を推定して得られた Pice (Mellon, 1996) の合計
である．また，この計算においては，現在の火星の自転軸傾斜角（25.19 度），軌
道離心率（e = 0.094），近日点黄経（p=336.049 度）を与える（表 2.1， 2.5 参照）．
図 3.1 に火星の南北温度分布の季節変化，図 3.2 に極冠の消長の季節変化，図
3.3 に各 CO2 リザーバ・サイズの季節変化を示す．これらの変化は弱く南北非対
称性を示すことが分かる（例えば温度は，100-200 日目の間（北半球の夏）の温
度は，400-500 日目の間（北半球の冬）よりも温度がやや低い）．この理由は，現
在の火星の軌道条件では，近日点が北半球の夏に近いため，南北半球における日
射量の季節変化が非対称となるためである．実際の火星の北半球に広がる北部
平原は低地となっているため，南半球の南部高地とは大気圧や地表面温度が異
なる．このような地形効果を考慮していないため，本研究のモデルでは，気温や
CO2 の凝結・昇華の条件を厳密に再現することはできない．
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しかしながら，この計算から得られる年平均の大気圧は 6.23 mbar，年平均・
全球平均気温は 208.15 K となり，観測値（6.4 mbar, 210 K）をほぼ再現すること
ができる．また，極冠及びレゴリスの各 CO2 リザーバにおける年平均の CO2 量
は，それぞれ 88 .1mbar，35.4mbar となり，現在の CO2 リザーバの推定（表 2.5）
と調和的である．また 3.3 節以降で示すが，軌道離心率をゼロと仮定した場合も，
年平均の大気圧や全球平均気温はそれぞれ 7.05mbar，209.39 K となり，ほぼ同
じ結果が得られる．CO2 の各リザーバへの分配も同様である（図 3.6 (b)）．
そこで，以下では，簡単のために軌道離心率をゼロと仮定した場合について議
論を行う．そして，これらの条件が自転軸傾斜角を変えた場合にどのように変化
するのかについて検討することにする．

図 3.1 現在の火星条件における南北温度分布の季節変化
平均温度約 208K は観測とよく合う結果である．
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図 3.2 現在の火星条件における極冠の消長の季節変化
極域には発達した極冠が見られる．北極の極冠で現実の火星の再現度が悪いの
は，高度による圧力の効果を考慮していないからだと考えられる．薄くて見え
づらいが，確かに永久極冠の季節変化が見られる．

図 3.3 現在の火星条件における CO2 リザーバの季節変化
横軸が時間，縦軸がリザーバサイズを表す．
現在の火星条件をよく再現できている．
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3.3. 全球平均場における CO2 分配の自転軸傾斜角依存性
3.3.1. CO2 の分配
火星の軌道離心率は自転軸傾斜角と同様に，数万年～数百万年スケールで時
間変化する．軌道離心率は南北半球の季節変化の非対称性をもたらすが，年平均
量についてはあまり大きな影響がない（3.2 節参照）．その一方で，軌道離心率と
自転軸傾斜角が同時に時間変化することによって，現実の火星の日射量分布の
季節変化は複雑な履歴をたどることになる．そこで以下では，簡単のために，軌
道離心率をゼロ（e = 0）とした場合の数値実験結果について述べる．
また以下においては，火星表層システムにおいて交換可能な CO2 の総量は
Ptotal=130 [mbar] と仮定する．各 CO2 リザーバの CO2 量の推定値（表 2.5）は，
現在の自転軸傾斜角条件で実現された気候条件下で CO2 が分配された結果であ
るが，自転軸傾斜角が変われば日射量分布の変化を通じて気候状態が変わるた
め，それぞれのリザーバ間での CO2 の交換を通じて CO2 の分配が変わり，各リ
ザーバのサイズは変化する可能性がある．ただしその場合でも，各リザーバの合
計（CO2 総量）は保存する．この CO2 総量のことを，以下では「火星表層システ
ム内で交換可能な CO2 の総量」（交換可能 CO2 量）と呼ぶことにする．
まず，図 3.4 に南北温度分布の季節変化が自転軸傾斜角を変えた場合にどのよ
うに変化するか，図 3.5 に極冠の消長の季節変化が自転軸傾斜角を変えた場合に
どのように変化するかを示す．温度分布は日射量分布を反映していると考えて
よい．
自転軸傾斜角が小さい場合には，日射量は赤道で最大で極で最小となり，極域
には永久極冠が形成される．一方，自転軸傾斜角が 40 度以上傾くと永久極冠は
夏季に完全に昇華する．この結果，自転軸傾斜角が大きい場合では冬季には極冠
が発達するが，夏季にそれがすべて融解し，永久極冠は形成されない．
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図 3.4 自転軸傾斜角変動に対する地表面温度の応答
横軸が時間（左端が近点に位置する日，そこから 1 火星年），
縦軸が緯度，色は温度 140―320K を表す．
左上から右下へ順に自転軸傾斜角が 0，15，30，45，60，90 を表す．
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図 3.5 自転軸傾斜角変動に対する凝結 CO2 質量の応答
横軸が時間（左端が近点に位置する日，そこから 1 火星年），
縦軸が緯度，色は凝結 CO2 質量 0―3000 [kg/m2]までを表す．
左上から右下へ順に自転軸傾斜角が 0，15，30，45，60，90 を表す．

図 3.4 で，自転軸傾斜角の比較的小さい場合は，極域への日射量が十分でなく，
大きな永久極冠（年間を通じて昇華し消えることのない極冠）が発達しているた
めに，温度の上昇が妨げられている．自転軸傾斜角が大きくなると，夏至の日射
量が非常に大きくなり，冬の間に蓄えた CO2 極冠をすべて昇華してしまう．そ
れゆえ永久極冠は存在せず，緯度±90 でも陸が露出し，温度が上昇するように
なる．特に自転軸傾斜角 90 度の時の夏の極域は日射がほぼ垂直に，1 火星日の
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間ずっと（むしろ夏の間ずっと）照り付けるので，極端な高温環境が発生してい
るのが確認できる．
図 3.5 では，自転軸傾斜角の比較的小さい場合は，極域への日射量が十分でな
く，大きな永久極冠（年間を通じて昇華し消えることのない極冠）が発達してい
る．自転軸傾斜角が大きくなると，夏至の日射量が非常に大きくなり，冬の間に
蓄えた CO2 極冠をすべて昇華してしまう．それゆえ永久極冠は存在せず，広い
緯度範囲において永久極冠とくらべると薄い季節極冠が成長するようになる．
次に示す図 3.6 及び図 3.7 は，各リザーバ・サイズの年平均量と，火星の年平
均全球平均温度の自転軸傾斜角依存性を示したものである．図において CO2 リ
ザーバ・サイズについては左の縦軸，温度については右の縦軸である．現在の自
転軸傾斜角において，年平均大気圧及び年平均全球平均温度が Viking の観測と
整合的となるようにパラメータを調整している（前節参照）．
図 3.6 及び図 3.7 で特徴的なことは，自転軸傾斜角がおよそ 35°付近を境に CO2
分配の様相が大きく異なる点である．火星の自転軸が 35°よりも小さい場合には，
火星表層システム内の交換可能 CO2 量における極冠リザーバの占める割合が非
常に大きく，その結果，大気 CO2 分圧は非常に小さい．とりわけ，自転軸傾斜
角がゼロの場合，大気 CO2 分圧は 0.32 mbar にまで低下することが分かる．
一方で，火星の自転軸が 35°よりも大きく傾いている場合では，火星表層シス
テム内の交換可能 CO2 量における極冠リザーバの占める割合が急激に小さくな
り，それに伴って大気 CO2 分圧とレゴリスへの CO2 吸着量は増加する．これは，
自転軸傾斜角が約 40°よりも大きくなると極冠が永久極冠から季節極冠に変わ
ること（図 3.5）と関係している．
自転軸傾斜角が約 40°以上大きくなると，自転軸傾斜角の変化に対する CO2 リ
ザーバ・サイズの変化は小さくなり，ほぼ一定の値を取るようになる（図 3.6）．
自転軸傾斜角が大きい場合，極冠リザーバが大幅に縮小し大気 CO2 分圧が増加
すること，そして自転軸傾斜角への依存性が小さくなることを理解するために，
以下では 3 つの要素に注目する．極冠の面積，極冠の厚さ，そして緯度ごとの最
大日射量である．それぞれの要素について，以降の項で見ていくことにする．
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(a)

(b)

図 3.6 各 CO2 リザーバサイズの年平均値と自転軸傾斜角の関係
(a)平均場モデルによる年平均リザーバサイズは，自転軸傾斜角が 40 度以上の
領域では自転軸傾斜角によらずほぼ一定値を取ることがわかる．
(b)自転軸が立ったときの大気圧が非常に小さな値を取る様子を見るため，
上の図の縦軸を対数目盛に換えた図．
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図 3.7 各リザーバ・サイズの割合
図 3.6 に基づき，総 CO2 量に占める各リザーバ・サイズの割合を表した．
横軸は自転軸傾斜角，縦軸はリザーバ・サイズ．

3.3.2．極冠面積
極冠 CO2 リザーバのサイズは CO2 氷の体積（極冠の面積と厚さの積）に比例
する．ここではまず始めに，極冠の年平均面積に着目する（図 3.8）．横軸は自転
軸傾斜角，縦軸は年平均極冠面積を，自転軸傾斜角が現在の条件（25°）のとき
の年平均極冠面積との比として表している．
年平均極冠面積は，自転軸傾斜角が大きくなるにつれて面積比 1 程度から 3
程度へと増大する．しかし，全体としては，年平均極冠面積は自転軸傾斜角の変
化に敏感ではなく，その変化は自転軸傾斜角が 0～90°と変わっても，せいぜい
ファクター倍程度の変化である．これに対し，次に述べるように，極冠の厚さは
自転軸傾斜角に非常に敏感に応答する．極冠の厚さが急激に変化する効果が，極
冠 CO2 リザーバのサイズの自転軸傾斜角依存性に大きな影響を与えると考えら
れる．
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図 3.8 自転軸傾斜角に対する年平均極冠面積
自転軸傾斜角が大きくなるにつれて極冠面積は増加する．自転軸傾斜角が 35
度の場合に特異的な振る舞いがみられる理由は，「最大極冠限界緯度」と「永
久極冠限界緯度」の競合の効果による（本文，図 3.9，3.10 参照）．

年平均極冠面積は，全体として，自転軸傾斜角が増加すると極冠面積も増加す
るような，単調増加するような傾向を示す．これは極冠の季節変化と関連がある
（図 3.2）．自転軸が正立している場合を除けば日射量は年間を通して時間変化
しており，極冠の消長は季節性を持つ．極冠が発達して到達する最大緯度を示し
たのが図 3.9 である．自転軸が傾くにつれて，季節性極冠は低緯度まで成長する
ため，年平均極冠面積が大きくなる．低緯度領域は高緯度に比べて緯度範囲が同
じでも面積が広いから，低緯度に極冠が張り出すことは極冠の面積増加に大き
く影響を与える．
しかしながら，自転軸傾斜角 35°付近では極冠面積が特異的に小さくなり，全
体の傾向から外れている．これは自転軸傾斜角 35°付近が極冠の挙動が変わる境
界であり，CO2 凝結の様子が変わることと関係している．
図 3.10 に，火星の永久極冠が存在しうる緯度（限界緯度）が自転軸傾斜角の
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変動にどのように依存するかを示す．自転軸傾斜角を 0°から次第に大きくして
いくと，自転軸傾斜角の増加に伴って火星の永久極冠の限界緯度は低緯度へ移
動する．これは極夜領域が拡大することによるものである（図 3.11）．その傾向
は 0 度から 30 度までは単調減少で変わらないが，30 度から 35 度への変化では
変化の方向が反転し，永久極冠の限界緯度がそれまでと比べて大幅に高緯度へ
移動する．これは極域が経験する極夜の影響よりも白夜の影響が卓越し，極冠が
昇華することを示している．そして自転軸が 40°以上傾くと，もはや永久極冠
は存在できなくなる．35°はちょうどその過渡的な条件に相当するために，自転
軸傾斜角が 30°の場合と比べて極冠の年平均面積が小さくなるのである．

図 3.9 自転軸傾斜角と季節極冠の年間最大到達緯度の関係
極冠は季節的に拡大・縮小を繰り返すが，年間を通じて最大でどの緯度まで拡
大したのかを表す．自転軸傾斜角が大きくなると，極冠は季節的に大きく拡大
することが分かる．
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図 3.10 自転軸傾斜角と永久極冠が存在しうる緯度（限界緯度）の関係
自転軸傾斜角が 0-30°の範囲では，自転軸傾斜角が増加すると極夜領域の拡大
にともない永久極冠は低緯度へ拡大する．一方，自転軸傾斜角が 30-90°の範
囲では，白夜におけるエネルギー過剰供給が効いて極冠は縮小・消滅する．

図 3.11 自転軸傾斜角と極夜面積の関係
横軸は自転軸傾斜角，縦軸が自転軸傾斜角 25 度（現在）の時の極夜面積に対
する比を表す．極夜面積は単調増加的に拡大するが，白夜の面積についても同
じように増減することに注意．
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3.3.3．極冠の厚さ
極冠リザーバのサイズは極冠の体積（面積と厚さの積）に比例する．前節の議
論によれば，極冠の張り出す面積の年平均は自転軸傾斜角に依存して増加する．
その効果は極冠リザーバ・サイズの自転軸傾斜角依存性（図 3.6）とは逆センス
であり，その挙動を説明することはできない．そこで次に，極冠の厚さの変化に
注目する．極冠の厚さを図 3.12 に示す．横軸が自転軸傾斜角，左側の縦軸が極
冠のリザーバ・サイズ（赤線に対応），右側の縦軸が極冠の平均的な厚さ（緑線
に対応）を表す．ここで右側の縦軸は対数目盛であることに注意する．極冠の面
積変化とは異なり，極冠の厚さの変化は極冠リザバー・サイズと強い相関が見ら
れることがわかる．
なぜ自転軸傾斜角が小さくなると極冠の平均的な厚さが厚く，自転軸傾斜角
が大きくなると極冠の厚さが薄くなるのかについて示したものが図 3.13 である．
横軸が自転軸傾斜角，縦軸が極冠の厚さを表している．緑色の線が年間を通じて
消えることのない永久極冠の年平均の厚さ，青色の線が季節的に融けたり凍っ
たりを繰り返す季節性極冠の年平均の厚さ（永久極冠のうちでもっとも緯度が
低く季節変化する場所はこちらに含めている），赤色の線は図 3.12 で示したもの
と同じ永久極冠と季節性極冠を合わせた極冠の平均的な厚さである．自転軸傾
斜角が 0°の時は気候に季節性が生じないため，0°における季節性極冠は形成
されず，その厚さはゼロである．同様に，自転軸傾斜角が 40 度以上の場合は永
久極冠が存在しないため，永久極冠の厚さはゼロである．ゆえに不連続的な線と
なっている．
図 3.13 から明らかなように，季節性極冠の厚さは永久極冠の厚さに比べて桁
で（数十～数百分の一程度）薄いことが分かる．前述のように年平均極冠面積の
変化は 0.5-3.5 倍程度であり，とりわけ自転軸傾斜角の小さい条件では季節性極
冠はほとんど発達しない．したがって永久極冠と季節性極冠の面積の差が全極
冠の年平均に及ぼす影響は小さく，全極冠の年平均の厚さは永久極冠の年平均
の厚さとほぼ同一となる．
以上をまとめると，自転軸傾斜角が小さいときにのみ非常に分厚い永久極冠
が存在し，自転軸傾斜角の増加に伴いその厚さが桁で小さくなること，また，自
転軸傾斜角が大きいときに発達する季節性極冠の厚さは平均 0.5 [m]程度で，自
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転軸傾斜角にはほとんど依存しない，ということがわかる．これらのことから，
自転軸傾斜角 0～35°で自転軸傾斜角の増加に伴って極冠リザーバが縮小する
こと，および自転軸傾斜角 40°以上で極冠リザーバのサイズが自転軸傾斜角の
変化に敏感でないことが理解される．

図 3.12 自転軸傾斜角と極冠の平均厚さ
横軸は自転軸傾斜角，赤色の線は極冠リザーバ・サイズ(左縦軸)，
緑色の線は極冠の平均的な厚さ(右縦軸)を参照する．

図 3.13 永久極冠及び季節極冠の年平均の厚さ
極冠の年平均の厚さを，永久極冠と季節極冠に分けて表したもの．
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3.3.4．年間最大日射量と CO2 凝結速度
自転軸傾斜角が小さい場合には非常に分厚い永久極冠が形成されることによ
り，火星表層システム内の交換可能 CO2 量の大部分が極冠リザーバに固定され，
大気 CO2 分圧は非常に小さい値（~10 mbar）となる（図 3.6）．それでは，自転軸
傾斜角が小さいとき，なぜ分厚い永久極冠ができるであろうか？永久極冠の形
成に重要なことは，冬季に形成された極冠が夏季にいかに融けないか，というこ
とである．夏季になっても極冠が融けずに残れば，冬季の間に極冠はますます成
長し，大きく分厚くなることができる．
図 3.14 は，夏至の 1 日に火星表面が受け取る日射量の緯度分布が，自転軸傾
斜角 25°と 40°の場合について示したものである．これからも明らかなように，
自転軸傾斜角が大きくなると夏至の 1 日で受け取る日射量は大幅に増加する．
自転軸傾斜角が大きいと白夜となる地域が拡大し，そのために 1 日で受け取る
日射量が大幅に増加するのである．夏至の 1 日に受け取る日射量が大きいと，
夏至前後でもかなり大きな日射量を受け取ることになり，夏の間に極冠は縮小
あるいは完全に消失してしまうことになる．極冠が完全に消失しないための閾
値が，自転軸傾斜角 35～40°の間に存在することが予想される．
さて，自転軸傾斜角が小さいと，夏至の 1 日で受け取る日射量を小さく抑え
ることが可能で，結果的に永久極冠が形成される．一方で，自転軸傾斜角が大き
いと，夏至の 1 日で受け取る日射量が大きいため，永久極冠は形成されない．永
久極冠が形成されないとき，どれくらいの厚さの季節性極冠が形成され得るの
かを調べるため，CO2 氷の形成速度（凝結速度）を調べてみる．図 3.15 には，
火星表面全領域における CO2 の凝結．昇華の平均的な速度を示す．ここで横軸
が自転軸傾斜角，縦軸がそれぞれの相変化の速度を表す．自転軸傾斜角が小さい
とき，CO2 の凝結速度は自転軸傾斜角に伴って増加し，自転軸傾斜角が大きいと
き凝結速度はほぼ一定値（≅10 [kg/m2/day]）となる．
自転軸傾斜角が大きいほど，極夜領域の面積は増加する．いったん CO2 氷の
張った場所における CO2 の凝結は， 𝐿 ∙ 𝜕𝑀 / 𝜕𝑡 ~ − ∆𝐸 という式に従う．ここ
でΔE は受け取る日射量と熱拡散と惑星放射を考慮した正味のエネルギー収支
である．
CO2 が凝結した地表面では温度は Tsub で一定値となるため，温室効果を無視す
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れば惑星放射は一定値となる．また，隣接緯度においても CO2 が凝結していれ
ば，南北間の温度勾配がゼロであるから，熱の輸送は起こらない．つまり凝結・
昇華の速度はほぼ日射量で決まる．
そして日射量には一年を通じて最大値と最小値が存在する．極夜が日射量の
最小値で，白夜が日射量の最大値である．CO2 氷の凝結速度の最大値は極夜時に
実現し，昇華速度の最大値は白夜時に実現する．自転軸傾斜が寝て極夜/白夜地
域の面積が増えると，全体の凝結・昇華の平均速度は最大値に漸近する．そのた
めΔE の値は一定値に漸近することが分かる．
以上によって，自転軸傾斜角が大きいときに CO2 の凝結速度が一定値に漸近
することが説明できる．

図 3.14 夏至の 1 日に受け取るエネルギーの日平均値
夏至の 1 日で各緯度が受け取る日射量を 1 日当たりに換算して示したグラフ．
横軸が緯度，縦軸が受け取る日平均エネルギーである．
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図 3.15 自転軸傾斜角と CO2 の日平均凝結および昇華速度
凝結した CO2 の増減を時間空間平均して算出した 1 日当たりの平均速度．

3.3.5. 多重解への考察
2.4 節で述べたエネルギーバランスモデルの多重解について議論する．可能な
解の候補は「無凍結解」
「季節極冠解」
「永久極冠解」の 3 つであった (Nakamura
and Tajika, 2003)．
今回の数値実験において，
「無凍結解」は実現しなかった．その理由は明らか
ではないものの，それによって解の構造は見通しが良くなった．今回の数値実験
における結果は，
「無凍結解」と比べれば大気圧の低い解を実現したものであり，
つまり可能性としてさらに大気圧の大きい気候状態が考えられる．
そのような場合，自転軸傾斜角が小さい(0≦δ0≦35)ときに，
「自転軸が寝るほ
どに極冠リザーバが縮小し，相対的に大気圧・レゴリスリザーバが増大する」と
いった傾向(図 3.6 参照)は起こりえないかもしれない．なぜならば，無凍結状態
ではそもそも極冠リザーバは小さく，自転軸傾斜角が小さい場合でも大気圧が
大きい値を取り得るからである．つまり，その意味で「自転軸が寝るほどに極冠
リザーバが縮小し，相対的に大気圧・レゴリスリザーバが増大する」という主張
49

は，ロバストでないかもしれない．
しかし一方で，
「自転軸傾斜角が大きい(40≦δ0≦90)場合に，大気圧やレゴリ
スリザーバが自転軸傾斜角の変化に敏感でなく，ほぼ一定値をとる」という主張
は揺らがないだろうと考えられる．その理由として，大気圧やレゴリスリザーバ
の非敏感性の原因は極夜・白夜のエネルギー収支が凝結・昇華を律速するという
事実に立脚するからであること，そしてそもそも高自転軸傾斜角領域では大気
圧は非常に大きく，無凍結解との差があまり大きくないことが挙げられる．
これらのことを考えると，仮に今回見ることのなかった多重解が存在すると
しても，
「高自転軸傾斜角領域における，大気圧・レゴリスリザーバの自転軸傾
斜角への不依存性」は比較的ロバストな火星気候の性質であると考えられる．

3.4．軌道離心率の効果
3.4.1. 離心率の変動
火星の公転軌道の離心率は，自転軸傾斜角と同様，過去に大きく変動していた
ことが理論的に推定されている（図 3.16）．Laskar et al. (2002) によれば，火星の
公転軌道の離心率はおよそ 10 万年程度のタイムスケールで変動し，近過去 1000
万年間でおよそ 0～0.12 程度の範囲で振動している．
離心率の影響による太陽―火星間の距離の変化は，近日点において 0.88 倍，
遠日点において 1.12 倍となる．前述の通り，太陽から受け取るエネルギーは太
陽からの距離の 2 乗に反比例するため，日射量は近日点で約 1.29 倍，遠日点で
約 0.80 倍の変化となる．
日射量が 1.29 倍，あるいは 0.80 倍に変化すると，火星の気候は離心率ゼロ（e
= 0）とした場合（前節）と比べてどれくらい変化するだろうか？ 以下では，軌
道離心率の影響の最大見積もりをするために，近日点でちょうど北半球が夏至
を迎えるように軌道要素を設定して数値実験を行った結果を示して議論を行う．
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図 3.16 過去の火星の軌道離心率の時間変動
月や冥王星，力学的な相互作用，潮汐力によるエネルギー散逸，太陽と地球の
扁平率まで含めた全太陽系天体の数値積分によって推定された，過去 1000 万
年間の火星の軌道離心率の時間変化（Laskar et al., 2002 に基づく）

3.4.2. 離心率変動の影響の最大見積もり
軌道離心率変化の影響の最大見積もりを行うために，過去 1000 万年間で取り
得る最大の離心率（e = 0.12）に対し，近日点で北半球が夏至を迎える条件で数
値実験を行った．火星表層システム内の交換可能 CO2 量は，離心率 e = 0 の場合
と同じ条件（130 mbar）である．
まず始めに，自転軸傾斜角が 0, 15, 30, 45, 60, 90°の場合について，地表面温度
分布の季節変化と極冠の季節変化を示す（図 3.17 及び図 3.18）．近日点が北半球
の夏至にあたるため，北半球の夏が暑いのに対して，南半球の夏は北半球の夏ほ
ど暖かくない，という南北半球非対称の結果が見て取れる（図 3.17）．ただ，冬
の地表面温度は CO2 の昇華温度に固定されているため，南北半球間で冬の温度
の差は，夏の温度の差ほどは目立つものではない．
日射量に季節変化の存在しないはずの図 3.17 の自転軸傾斜角 0 度の場合にお
いて，400-500 日目の間で温度の低下がみられる．これが離心率の効果である．
自転軸傾斜角が小さいときは離心率の影響は比較的小さい．自転軸が寝てくる
と，特に北半球の夏至で白夜かつ非常に太陽―火星距離が接近するので，離心率
が比較的大きく影響する
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しかし大局的な傾向は依然変わらない．35 度以下の自転軸傾斜角の場合は永
久極冠を持つ気候モードとなり，40 度以上傾くと永久極冠を持たない気候モー
ドをとる，と言う傾向が同じである．

図 3.17 離心率の効果の最大見積もりを行った場合の地表面温度
横軸が時間（左端が近点），縦軸が緯度，色は温度(140―320K)，左上から右下
へ順に自転軸傾斜角が 0，15，30，45，60，90 度の場合を表す．また，本図は
図 3.4 と異なり，近点が北半球の夏至となっている．
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図 3.18 離心率の効果の最大見積もりを行った場合の極冠の季節変化
自転軸傾斜角が 0, 15, 30, 45, 60, 90°の各場合について示す．

図 3.18 の自転軸傾斜角が 30 度の場合にて，永久極冠の季節的な消長の規模が
南北非対称となっていることが確認できる．北半球の方が極冠が拡大しやすい
傾向は自転軸傾斜角によらず常に成立し，これが離心率の影響である．近点で北
半球が夏を迎えるので，北半球の冬は遠点で迎えることになる．すると受け取る
日射量は南北半球で 1.61 倍の違いが生じ，これがその結果である．
しかし，依然として大局的な傾向は変わらない．つまり自転軸が立っていると
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厚い永久極冠が張り大気圧が低く，自転軸が寝ると薄い季節極冠が張り大気圧
は大きくなる傾向は，離心率の効果を考えない場合と同じである．
図 3.19 及び図 3.20 に，各 CO2 リザーバのサイズと全球平均温度の自転軸傾
斜角依存性をまとめた結果を示す．図 3.19 及び図 3.20 から分かるとおり，この
結果は離心率ゼロの場合の結果（図 3.6 及び図 3.7）と，ほとんど同じであるこ
とが分かる．図 3.19 及び図 3.20 からは直接確認することはできないが，永久極
冠が張り出すのは自転軸傾斜角が 35°以下の場合に限られ，40°以上傾くと永久
極冠が消滅するという点も同じである（図 3.18 参照）．

図 3.19 離心率の効果の最大見積もりを行った場合のリザーバ・サイズ
各 CO2 リザーバ・サイズがどのように応答するのかを，軌道離心率の影響の最
大見積もりの場合について調べた結果．

54

図 3.20 離心率の効果を最大見積もりした時のリザーバ・サイズ比
離心率の効果を最大見積もりした場合の各リザーバ・サイズの割合が自転軸傾
斜角の変化にどのように応答するかを示す．

図 3.21 に，自転軸傾斜角の変化に対する北半球極冠と南半球極冠の厚さと，
それら全球平均を示す．北半球極冠と南半球極冠の違いが多少あり，その合計は
離心率ゼロの場合より少し厚い（凝結量が多い）結果となっているが，自転軸傾
斜角変動に対する挙動の傾向は非常によく似ている．このことから離心率の影
響は，過去 1000 万年間の最大見積もりにおいても，極冠の挙動や年平均リザー
バ・サイズには影響がないといえる．このことは，しかしながら，必ずしも必然
的な結果ではない．
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図 3.21 南北極冠厚さの自転軸傾斜角依存性
横軸は自転軸傾斜角，縦軸は平均極冠厚さ（対数），線種は暖色が離心率の効
果を最大見積もりした計算（黄色が北半球の平均，緑が南半球の平均，赤が全
球での平均），寒色（青）が前節で述べた離心率 0 の計算の結果である．

離心率をより大きくすれば，近日点における太陽―火星間距離はより短くな
り，いずれは自転軸傾斜角が 35 度でも永久極冠を形成しないような条件になり
得る．離心率が e = 0.12 とした場合の結果が離心率 e = 0 とした場合の結果とほ
とんど変わらないのは，単に e = 0.12 という値が小さすぎただけである．もっと
大きな値を仮定した場合には，挙動に変化がみられることを確認している．
この結果からいえることは，
「理論的に推定されている火星の軌道離心率の時
間変化の範囲においては，火星の気候は離心率の変化に敏感ではない」というこ
とである．したがって，3.2 節で示したような自転軸傾斜角の変化に対する火星
表層システムの挙動は，軌道離心率の時間変化を考慮しても大きくは変わらな
い，と結論できる．
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3.5．斜面における CO2 の凝結
3.5.1. CO2 凝結条件を満たす領域
これまでは，火星表層における全球規模の CO2 システムの挙動について議論
してきた．次に，局所的な CO2 の挙動に注目する．地形的な斜面やクレーター
内壁斜面における日射量やその変動は，平地における日射量やその変動とは異
なるため， CO2 の挙動も異なる可能性が考えられる．とりわけ，自転軸傾斜角
の変動に対する斜面における CO2 の挙動は，近過去の火星の地表環境を議論す
る上で重要である．
以下では，簡単のために，離心率をゼロ（e = 0）として行った計算の結果につ
いて示す．またここから数節の計算では 2.3.1 節で述べた m（全球平均場と局所
温度が平均化する速度を与える係数）を 0 と置いて計算する．
まず現在の条件（自転軸傾斜角が 25°）の場合についての結果を示す（図 3.22）．
横軸が時間（１火星年），縦軸が緯度で，どの緯度に位置する斜面（傾斜 30°）で
CO2 の凝結が生じるかを北向き斜面及び南向き斜面について示している．
赤色の線は全球平均場モデルを用いて得られた火星全球の気候場で形成され
る極冠の末端（限界）緯度の季節変化を表す．緑色と青色の線は，どちらも局所
モデルを用いて得られた結果で，この線よりも高緯度側に位置する斜面では CO2
の凝結が生じることを表す．緑色が北向き斜面，青色が南向き斜面を表す．
幾何学的に北半球の北向き斜面は，南半球の南向き斜面と全く同じ日射量を
受け取るほか，他の条件も南北対称であるため，赤道を中心に南北対象になって
いる（位相はπ（＝半年分）だけずれている）．同じことが北半球の南向き斜面
と南半球の北向き斜面についてもいえる．
南北半球は対称的であるため，議論の簡単のためまずは北半球のみに焦点を
絞って述べる．また，簡単のため，クレーターは火星表面に均質に（緯度依存性
なく）分布していると仮定する．緯度 0 度（赤道）と緑色の線で囲まれた領域内
のクレーターでは，北向き・南向きの両斜面に十分な日射量があり，どの場所に
おいても CO2 の凝結が起らない．
緑色と赤色の線で囲まれた領域内のクレーターでは，クレーターの底では十
分な日射量があり，CO2 の凝結は起こらない．クレーターの底は平らであるため，
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赤色の線（平均場）と同様の条件と考えられるからである．しかし，緑色の線よ
りも高緯度側に位置するため，この領域のクレーターの北向き（極向き）斜面で
は日射量は小さくて CO2 の凝結が生じる．一方で，南向き（赤道向き）斜面で
はクレーターの底部よりもより大きな日射を受け取ることになるために，CO2 の
凝結は起こらない．よってこの領域は北向き斜面のみで CO2 凝結の条件が成立
する．クレーターの壁面では，南北非対称的な CO2 の振る舞いが予想される．
赤色の線と青色の線に囲まれた領域内のクレーターは，同様の議論からクレ
ーター底部と北向き斜面において CO2 の凝結が生じる．南向き斜面では依然大
きな日射量を受け取っているため，CO2 は凝結しない．

図 3.22 全球平均場モデルでの雪線と局所モデルでの雪線
全球平均場モデルと局所モデルにおける雪線（CO2 の凝結する末端緯度）の季
節変化を示す．赤色の線は平均場モデルでの極冠到達緯度に相当する．緑色及
び青色の線は，それぞれ北向き斜面及び南向き斜面におけるエネルギー収支の
不釣り合いによって CO2 の凝結が生じる末端緯度を表す．
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3.5.2. 斜面における CO2 凝結条件の自転軸傾斜角依存性
自転軸傾斜角を変えた場合に，斜面における CO2 の凝結の条件がどのように
変わるかについての結果を図 3.23 に示す．斜面の「極向き/赤道向き」と「北向
き/南向き」を同時に使用しているが，意味の違いに注意．例えば南半球に於い
ては「北向き斜面」は「赤道向き斜面」である．

図 3.23 全球平均場モデルでの雪線と局所モデルでの雪線の自転軸傾斜角依存性
左上から右下へ順に自転軸傾斜角 0，15，30， 45， 60， 90 の場合．赤色の
線は平均場モデルでの極冠到達緯度に相当する．緑色及び青色の線は，それぞ
れ北向き斜面及び南向き斜面における CO2 凝結が生じる末端緯度を表す．
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3.5.3. 斜面における年間の正味 CO2 凝結量
局所モデルにおいては交換可能 CO2 総量の保存を仮定していない．それは前
述の通り，たとえ中緯度のクレーター全体を CO2 が凝結して埋めたとしても，
その量は全球平均場モデルから推定される極冠のサイズと比べて十分小さいと
仮定し，その影響を無視するからである（詳しくは 2.3.2 節を参照）．このため，
クレーター壁面で凝結する CO2 氷の量は，何年積分しても収束しない場合があ
る．それはクレーター壁面でのエネルギーの収支が年間で負であり，正味で CO2
が凝結し続ける必要がある場合に生じる．
図 3.24 は各緯度における年間正味 CO2 凝結量の自転軸傾斜角依存性を示した
ものである．横軸が緯度（北半球のみ），縦軸が年間の正味 CO2 凝結量である．
いくつかの自転軸傾斜角について，極向き斜面についてのみ示す．
たとえば，
「自転軸傾斜角が 20°のとき，緯度 70°の地点に存在するクレーター
の極向き壁面では，年間エネルギー収支の正味の合計が CO2 をその地点におい
て 0.84 m 凝結させる量に等しい」というふうに読む．低緯度と比べて中・高緯
度地方での極向き斜面の方が，CO2 の凝結が生じやすいことが分かる．また自転
軸傾斜角が大きい場合と比べて小さい方が CO2 の凝結が生じやすいことが分か
る．自転軸傾斜角が異なれば年間の大気圧の変化も異なることに注意．
ただし，この図は年間の正味の CO2 凝結量の増減を表したものであるから，
ゼロであるからといって CO2 の凝結を実際に経験していないかどうかは明らか
でない．この図で 0 m と示されていても，年間を通じた正味の増減がないだけ
で，冬季には CO2 の凝結が生じていたとして構わないという点には注意する．
赤道向き斜面への年間の正味の CO2 凝結量を示したものが図 3.25 である．横
軸が緯度，縦軸が年間を通じて正味で凝結する CO2 の厚さである．いくつかの
自転軸傾斜角について示されている．
基本的に赤道向きの斜面は同じ緯度における平地と比べて日射が当たりやす
く，CO2 の凝結には適さない条件である．温度が上昇しやすく，そのため凝結は
生じにくいのである．しかし，圧力条件が整えば当然 CO2 は凝結可能であり，
ごく少量の凝結量の増加が見られる．通年で正味の CO2 凝結の増加が見られな
いのは，夏にはかなり大きな日射を受けるため，冬に凝結した CO2 がすべて融
解して失われるためである．
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図 3.24 局所モデルでの極向き斜面の年間のエネルギー収支
局所モデルにおいて極向き斜面の年間正味のエネルギー収支の不釣り合いによ
る CO2 の凝結厚さ．横軸が緯度，縦軸が厚さを表し，さまざまな自転軸傾斜角
に対する結果が示されている．

図 3.25 局所モデルでの赤道向き斜面の年間のエネルギー収支
局所モデルにおいて赤道向き斜面の年間正味のエネルギー収支の不釣り合いを
CO2 の凝結に換算すると，厚さにしてどの程度になるかを示したグラフ．横軸
が緯度，縦軸が厚さを表し，さまざまな自転軸傾斜角に対する結果を示す．
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3.5.4 平均場モデルと局所モデルの結合
3.5.1 節の始めに仮定した m=0 とは「全球平均場モデルにより求めた平均場の
温度と，局所的なエネルギーバランスを用いる局所モデルにより求めた温度が
決して混じり合わない」ということを意味する．現実にはクレーター底面の温度
（底面は平坦であるから平均場モデルによって決まる温度を実現している）と
クレーター壁面の温度に勾配があれば，それを均そうとする向きに熱の輸送が
いくらか行われるはずだから，m には適当なある値を代入するのが妥当である
（図 3.26 参照）．
m=0 とする仮定はかなり極端であるが，この極端な仮定はある種の「エンド
メンバー」として理解すべきであろう．当然もう一方のエンドメンバーは，クレ
ーター底面と斜面で即座に熱が完全に交換されるような場合，すなわち m=∞で
ある．

図 3.26 斜面の温度と平地の温度の混合
局所モデルで求めた斜面温度は，平均場モデルから求めた平地温度（クレー
ター底面やクレーター壁面外部）と熱のやり取りを行い，温度勾配を解消する
過程が存在すると考えられる．

さて，次に示す図 3.27 は，m=4 とした場合の解である．これは図 3.23 と異な
り，斜面での温度は平均場での温度にいくらか馴染んでいる場合の結果である．
さらに言えば，これはほぼ m=∞としたものと変わらない．図 3.26 では北半球の
赤い線（平均場における温度，例えばクレーター底面の温度）と緑の線（北向き
斜面での CO2 凝結の限界緯度）がほぼ一致しているからである．
斜面と平地で温度のやり取りをしない（m=0）というモデル化が，斜面と平地
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の CO2 凝結条件にもっとも大きな差が出る与え方である．一方で，図 3.27 から
分かるように，m=4 程度ですでに斜面と平地の温度勾配はほぼ解消され切って
いる．つまり，現実の火星の振る舞いは図 2.23 と図 2.27 のどちらか，あるいは
その中間のどこかのような，CO2 凝結条件が実現されているはずである．

図 3.27 斜面が平地から受け取る熱量の比例係数 m=4 とした場合の結果
図 3.23 を「斜面と平地が全く温度的に馴染まない」という極端とすると，
これは「斜面と平地が完全に温度的に馴染む」という極端と理解できる．
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さて，今まで m について定数で与えることを考えたが，別の視点から考えて
みる．平均場モデルの中で，各計算グリッドが隣のグリッドと南北次元の熱のや
り取りを行う場合，その大きさを温度勾配とその時点の大気圧の関数として与
えた（2.2.1 節後半参照）．
大気が薄いときには熱を移流させるのに媒介が少ないと見ることができ，熱
の拡散の効率が低下するように定義するのは妥当である．次の図 3.28 において
は，m = 𝑚0 × 𝑃𝑎𝑡𝑚 ⁄0.007として，熱の混合を大気圧に比例する形で表現したも
のである．

図 3.28 斜面が平地から受け取る熱量を大気圧の関数にした場合の結果
ここでは m0＝4 としている．
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自転軸傾斜角が大きくなると，大気圧は大幅に増加する（図 3.6 参照）．従っ
て自転軸が寝ているときは自転軸が寝ている場合では大気圧が大きいため平地
と斜面の温度差が即座に解消され，立っていると大気圧が非常に小さいため温
度差は解消されにくいことになる．つまり自転軸傾斜角が 0―15 度の場合は図
3.23 と，自転軸傾斜角が≧30 度の場合は図 3.27 とよく似た傾向が見られる．
3.5.5 火星の地形的特徴への示唆
火星の中緯度には南北非対称的な形状のクレーターが数多く確認されている
（eg, Head et al., 2003）．これは極向きの壁面のみが選択的に浸食を受け，地形が
修正されたことによって形成されたと考えられており，その地形の修正作用を
もたらしたのが何らかの気候作用（氷河等）と考えられている．また中緯度域に
氷河作用の痕跡と見られる地形も確認されている (eg, Li, Robinson & Jurdy,
2005)．これは丸みを帯びた岩屑のエプロン（斜面の底に堆積物が溜まり，傾斜
を緩やかにした地形）が火星の中緯度に見付かっており，これらは氷と関連して
いる地形と見られている．このような地形的特徴が知られているが，今回検討し
た斜面でのエネルギーバランスと，何か関連はあるだろうか．
まず思いつくのはクレーター形状の修正過程である．火星のクレーターには
南北非対称の形状をしたクレーターとうものがある．南北非対称形状のクレー
ターは，クレーターの壁面で極向き壁面だけが選択的に均され，傾斜が緩くなっ
ているようなクレーターである（Head et al., 2003, 石井徹之氏博士論文, 2003）．
反対側の赤道向き斜面ではクレーター形状の修正が見られず，それゆえに形状
が非対称的となっている．非対称な形状のクレータは南北両半球で緯度 30-60 度
の中緯度域に特に集中して存在し，低緯度域や高緯度域ではほとんど見られな
いことも特徴的である．このようなクレーターには「片壁面のみへの選択的な凝
結・堆積によってクレーター壁面が均され，場合によっては氷河作用のように堆
積物が流動的に地面を削って地形を修正したのではないか」といった成因仮説
が提唱されてはいるが，それを支持する定量的な検討による強い根拠はいまだ
にない．
図 3.23 によれば，クレーターの片壁面だけに CO2 を凝結する赤道向き斜面と
極向き斜面が非対称的な CO2 凝結条件を実現する．このことは上述の南北非対
称形状クレーターの形成をと関係がありそうである．しかし自転軸傾斜角が 45
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度を超えて大きく傾くと，南北非対称な条件を実現する緯度帯はより低緯度へ
移動する．このことは，南北非対称形状のクレーターが中緯度域のみに集中して
いることと整合的でない．また自転軸傾斜角が大きく傾くと季節的に極冠は昇
華し消滅するので，想定されるような大規模な氷河作用などは期待しにくい．そ
れゆえに現在よりも大きな自転軸傾斜角（＞~30）の場合では，南北非対称形状
のクレーターを形成するには不利な状況である．
さて，図 3.23 によれば，現在の自転軸傾斜角（25 度）においても中緯度域の
クレーターで南北非対称な CO2 凝結が起きると示しているが，現在の火星でそ
のような現象は観測されていない．3.4.3 節で述べたように，図 3.23 の結果はか
なり極端なモデル化（斜面と平地では熱の混合が生じない）に原因があっただろ
うと考えられる．実際には，斜面温度とクレーター底面温度に大きなコントラス
トができれば，熱が交換される可能性が高い．大気圧が高い条件ではその熱の交
換が効率的に進むはずであるから，CO2 の凝結が生じなくなると考えられる．ま
た図 3.6 の結果と併せると，自転軸傾斜角が大きい条件では，南北非対称な形状
のクレーターを形成するのは難しそうである．
しかし，大気圧の小さいときには斜面と平地（クレーター底面）との熱の交換
の効率が下がり，図 3.23 の結果に近い現象が起きることも考えられる（3.4.3 節
参照）．大気圧が大きいときは熱交換が効率的で，小さいときは非効率的になる
というプロセスを簡単に考慮したモデル（図 3.28）では，自転軸傾斜角が小さい
ときは図 3.23 に近く，自転軸傾斜角が大きいときは図 3.27 に近い解を得ること
が示された．しかしこのケースでは中緯度域で非対称な CO2 の凝結と堆積は起
こらない．
今回は簡単なモデルで再現を試みたために，南北非対称形状のクレーターの
成因を十分に説明できる結果を得るには至らなかった．しかし 3.4.3 節の後半に
述べた m の定式化で適切なモデルを選べば，クレーター形状の形成プロセスを
説明可能かもしれない．その場合「自転軸傾斜角が現在よりも小さくなる近過去
において，現在よりも大気圧が低下（図 3.6 参照）し熱交換が弱くなることによ
って，中緯度において極向き斜面への CO2 凝結が生じる」ということがカギに
なる可能性がある．
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4. 結論
火星は CO2 によって特徴づけられる特殊な気候システムを持つ．それは火星
気候系内に存在する CO2 が大気と極冠とレゴリスの間を行き来し，その分配を
変えることによって気候を支配するシステムである．近過去においては火星軌
道要素（自転軸傾斜角，離心率）が大規模に変動しており，それにより受け取る
日射量分布や季節性などが強く影響を受ける．これら火星の近過去の気候を考
える上で重要な 2 つの要素を，南北 1 次元のエネルギーバランスモデルと CO2
交換のモデルを結合することにより同時に検討し，火星気候の特徴について調
べた．
その結果，自転軸傾斜角が小さい（0≦δ0≦35）とき，火星大気の主要な成分
である CO2 の大部分は極冠リザーバに分配され，それに伴って大気圧，レゴリ
スへの吸着量は非常に少ないということが明らかとなった．特に自転軸傾斜角
が 0 度では大気の CO2 分圧は 0.32mbar と極端に小さな値を取り得るということ
も推定された．そして，自転軸傾斜角が大きくなるにつれて極冠リザーバは縮小
していき，相対的に大気・レゴリスのリザーバが拡大する傾向も見られた．反対
に，自転軸傾斜角の大きい（40≦δ0≦90）とき，大気圧は自転軸傾斜角に依存せ
ずほぼ一定値を取るということが示された．自転軸傾斜角が大きくなると白夜
の地域が拡大し，極冠は夏季に昇華しきってしまうことがその原因であること
を突き止め，さらに極夜領域の時間的．空間的な拡大が凝結の最高速度を律速
し，冬季に形成される季節極冠も限定的な体積を占めるに止まることを明らか
にした．
離心率が気候に与える影響については，推定された変化範囲に限れば非常に
限定的であることが示された．南北半球で凝結する CO2 極冠の平均厚さが真円
軌道の場合と比べて厚くなることや，永久極冠の消滅が比較的小さな自転軸傾
斜角の場合でも起こりえそうであることが相違点として挙げることができるも
のの，大局的には気候の傾向は変わらなかった．これはすなわち，火星の近過去
の気候の推定においてより重要なのは，離心率の効果よりも自転軸傾斜角の効
果であることを主張する．
また，火星表面における地形的な傾斜をもつ斜面に対する考察を行った．その
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結果によれば，例えば火星の南北非対称形状のクレーターは，自転軸傾斜角の変
動と日射量の変化と関係があるかもしれない．さらに今回発見した「高自転軸傾
斜角時の大気圧・レゴリスリザーバの自転軸傾斜角不依存性（大きな値を維持す
る）」という事実も，火星の中緯度域に特徴的な南北非対称形状のクレーター形
成と関連するかもしれないことが示唆された．
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