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▼ 中生代とは 

1 時代区分 

2 中生代の特徴 

・パンゲア超大陸が分裂する時代 

・現代型生物の出現 

・温暖な時期 

 

▼ 温暖な時期 

 
▼ 現代型生物の出現 

1 生物の型 

2 カンブリア紀型生物 

3 古生代型生物 

4 現代型生物 

古生代 中生代 新生代

カンブリア紀 オルドビス紀 シルル紀 デボン紀 石炭紀 ペルム紀 三畳紀 ジュラ紀 白亜紀 パレオジン/
ネオジン

現代型生物

古生代型生物

カンブリア紀型生物

オルドビス紀－
シルル紀境界

2

フラスニア階－
ファメニア階境界

3 ペルム紀－
三畳紀境界

１

白亜紀－
パレオジン境界

5

三畳紀－
ジュラ紀境界
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▼ K-Pg 境界の大絶滅とは 

1 発端 
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デンマークの K-Pg境界 

2 論点 

第 1の論点：絶滅のスタート 

・K-Pg境界で起こったのか 

・それ以前からおこっていたのか 

第 2の論点：絶滅の期間 

・瞬時か 

・ある程度の時間をもってか 

3 第 1の論点：絶滅のスタート 

アンモナイト、シダのスパイク、有孔虫 

反論：恐竜 

調査の方法 

4 第 2の論点：絶滅の期間 

5 証拠 

・イリジウムの濃集 

・巨大津波によってできた堆積物 

・衝突でできたスフェリュール 

・衝突石英 

・すす 

・衝突鉱物：コーサイト、ダイヤモンド 

6 クレーター探し 
▼ 隕石の衝突 

1 どれほどの大きさの隕石か 

2 何が起こったか 

・衝突 

 
▼ 衝突説の影響 

1 激変説の再来 

2 核の冬 

 

▼ レポートについて 
 レポートは e-mail で提出して下さい。紙によるレ

ポートも受けつけます。レポートは時間厳守です。

少しでも遅れたら加点対象にしません。 

第 2 回テーマ：地球環境は本当に悪くなっているで

しょうか 

締め切り：6月 20日（木）24：00（時間厳守） 
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▼ 前口上：ルイス・アルヴァレズ：科学者の光と影の部分 

 ルイス・アルヴァレズ（Luis Walter Alvarez 、1911 年 6月 13日- 1988 年 9月 1日）はアメリカの物理学

者、ノーベル物理学賞受賞者である。 

 1968 年、水素泡箱の利用による共鳴状態の発見など、素粒子物理学への貢献によりノーベル物理学賞を受

賞した。 

 1943 年から 1944年にはマンハッタン計画に参加し、シカゴ大学とロスアラモス研究所で原子爆弾の爆縮レ

ンズに使用する起爆電橋線型雷管を開発した。 

 1945 年 8月 6日の広島市への原子爆弾投下の際には観測機 B-29グレート・アーティストに搭乗し、人類初

の実戦での核兵器使用を目撃している。また、続く 8月 9日の長崎市への原子爆弾投下の際にも、観測機 B-29

グレート・アーティストに搭乗している。 

 その他宇宙線と放電箱によるピラミッドの透視や、ジョン・F・ケネディ暗殺事件についての見解など、広

い範囲の分野に好奇心をしめした。 

 

▼ 中生代とは 

1 時代区分 

 中生代は、 

2億 5100万年前～6550万年前（1億 8550万年間） 

の時代。 

中生代は、 

三畳紀（2億 5100万年前～1億 9960 万年前：5140万年間） 

ジュラ紀（1億 9960 万年前～1億 4550万年前：5410万年間） 

白亜紀（1億 4550万年前～6550万年前：8000 万年間） 

に細分される。 

カンブリア紀
Cambrian

オルドビス紀
Ordovician

シルル紀
Silurian

デボン紀
Devonian

石炭紀
Carboniferous

ペルム紀
Permian

三畳紀
Triassic

ジュラ紀
Jurassic

白亜紀
Cretaceous

6550万年前

K-Pg境界

P-T境界

5億 4200万年前

古第三紀
Paleogene

新第三紀
Neogene

2億 5100 万年前

V-C境界

地質年代表

 
2 中生代の特徴 

 現在につながる時代 

・パンゲア超大陸が分裂する時代 



・現代型生物の出現 

・温暖な時期 

 

▼ 温暖な時期 

 ジュラ紀から白亜紀にかけては、温暖で安定した気候が続いた。 

 白亜紀には、年平均気温で、10～15℃も高かった。氷床は解け、世界的な海進が起こった。また、海洋生物

の生産量が増え、有機物が地層中にたくさん蓄積され、石油を、形成した。 

 温暖化の原因は、プルームの活動が活発になり、火山活動が激しくなり、火山から放出された二酸化炭素の

温室効果で、気温が上昇したと考えられている。 

 
▼ 現代型生物の出現 

1 生物の型 

 生物には、カンブリア型、古生代型、現代型がある。中生代には、現代型の生物が出現する。 

古生代 中生代 新生代

カンブリア紀 オルドビス紀 シルル紀 デボン紀 石炭紀 ペルム紀 三畳紀 ジュラ紀 白亜紀 パレオジン/
ネオジン

現代型生物

古生代型生物

カンブリア紀型生物

オルドビス紀－
シルル紀境界

2

フラスニア階－
ファメニア階境界

3 ペルム紀－
三畳紀境界

１

白亜紀－
パレオジン境界

5

三畳紀－
ジュラ紀境界

4
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900
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2 カンブリア紀型生物 

 カンブリア紀には、現在知られている無脊椎動物のすべての門が出揃っている。 

 カンブリア紀には、体に硬質の組織を持つ海生無脊椎動物が繁栄した。 

 カンブリア紀の特徴的な動物は、三葉虫、古盃動物（礁をつくった）など。 

 植物については、よくわかっていない。 

 

3 古生代型生物 

 海生無脊椎動物が繁栄した。たとえば、古生代型サンゴ、古生代型アンモナイト、フズリナ、三葉虫 

など。 

 植物は、海から陸へ進化した。 

 

4 現代型生物 

 新しいタイプの生物で、現在の生物につながるもの。 

 ジュラ紀には原始的な哺乳類が出現している。 

 白亜紀には、恐竜や二枚貝の一部は、大型化した。 

 
▼ K-Pg 境界の大絶滅とは 

1 発端 

 1977 年、ウィールター・アルヴァレズという地質学者が、イタリアのグッピオと呼ばれる地域で、K-Pg 境

界の地層を見つけた。 

 アルヴァレズの父、ルイス・アルヴァレズは、ノーベル受賞の科学者であった。1968 年に亜原子粒子の発

見を導いた水素泡箱の開発でノーベル物理学賞を受けた。 



 K-Pg 境界の地層は、1cmほどの粘土層で、黒っぽく、ススがたくさん含まれていた。アルヴァレズは、その

K-Pg 境界の岩石の化学分析しイリジウム（Ir）とよばれる白金（プラチナ、Pt）の仲間の元素が、K-Pg 境界

のところに、濃集していることを発見した。その量は、まわりの地層の数倍であった。 

-8

-4

0

4

8

12

16

20

0 2 4 6 8 10 12

イリジュウム含有量（ppb）

K-Pg境界
粘土層

パ
レ
オ
ジ
ン

K-Pg境界のIr濃度変化

白
亜
紀

 
 イリジウムは、地殻つくる岩石にはほとんど含まない。K-Pg 境界では、イリジウムをたくさん当時の地表

に濃集させる事件があったはずである。その事件を、アルヴァレズたちは、隕石の衝突と考えた。 

 なぜイリジウムが濃集したのかというと、隕石には、地殻の含有量にくらべて、10 万倍もおおくイリジウ

ムが含まれている。白金の仲間の元素は、地殻にはほとんど含まれず、なかでもイリジウムがその差がいちば

ん大きくなっている。 

 
デンマークの K-Pg境界 

 

2 論点 

 隕石の衝突をめぐってはさまざま論争がなされた。しかし、次の 2つが大きな論点となった。 

 

第 1の論点：絶滅のスタート 

生物の絶滅が、 

・K-Pg 境界で起こったのか 

・それ以前からおこっていたのか 

ということになる。 



第 2の論点：絶滅の期間 

・瞬時か 

・ある程度の時間をもってか 

 

3 第 1の論点：絶滅のスタート 

 これを検証するには、白亜紀後期にいた生物が本当に K-Pg 直前まで生存していたかを確かめれば答えがで

るはず。アンモナイト、植物、有孔虫、恐竜などは多様性があり、研究もたくさんあるので、これらが衝突説

を検証できるはず。 

 衝突説が出てくる前は、 

・アンモナイトは K-Pg境界よりかなり前に絶滅していた 

・植物は、ほとんどが K-Pg境界を生き延びた 

・有孔虫は、大量絶滅していた 

・恐竜は、K-Pg境界の 2～8万年前に絶滅しはじめていた 

と考えられていた。 

 

アンモナイト 

 アンモナイトの一人者のウォードは、アンモナイトがたくさんでる、スペインのビズケー湾とそれに続くフ

ランスの海岸沿いで最後のアンモナイトは、K-Pg境界より 10mも下であったと発表。しかし、「証拠の不在は、

不在の証拠ではない」といって 10年間、野外調査をした。その結果、1994年に「最後のアンモナイトは K-Pg

境界粘土層の直下で回収された」と報告した。 

 

植物：シダのスパイク 

 K-Pg 境界では被子植物の花粉はほとんど姿を消しその代わり、シダ植物の胞子が突然出現する。これを「シ

ダのスパイク」とよんでいる。 

 巨大火山の直後ですべての植物が絶滅したあと、最初にそのような荒廃地に生える植物はシダ植物である。 

 シダ植物が一気に現れているというのは、急激な絶滅を意味している。 

 

有孔虫 

 底生有孔虫は食料がふんだんにあるので、生き延びるはず。しかし絶滅している。 

 有孔虫の種の 97％以上、属の 92％以上の絶滅 

 有孔虫は K-Pg 境界で絶滅していた。しかし衝突説が出てから、詳細に調べると、白亜紀の 2～21％が K-Pg

境界以前絶滅している。絶滅は、突然ではない。 

反論 

 シニョール・リップス効果によると考えられる。 

・化石の出る地層が広い時代はたくさんの種類があり、少ない時代は、化石の多様性が少なく見える。 

・化石種の数が少ないほど、絶滅の真の時代をみつけることはできなくなる。 

このような効果が働く限り、化石から真の絶滅の時期を調べることは不確かになる。したがって、有孔虫の化

石は、K-Pg 境界の突然の絶滅の反証とはなりえない。 

 

恐竜 

 恐竜化石からの情報量は少ない。現在 336 種の恐竜が同定されている。そのうちの 50％はたった 1 点の化

石標本からです。336 種は、285 属に属する。285 属の 70％以上はたったひとつの地層から発見されているも

のである。関節でつながった恐竜の骨は、2100点しかない。 

 K-Pg 境界で恐竜化石を含む地層は、アルバータ州、ワイオミング州、モンタナ州の 3 箇所だけである。中

でもモンタナ州北東部のヘルクリークが一番よく調べられている。ヘルクリークでは、白亜紀のヘルクリーク

層と第三紀のタロック層の境界に「Z炭層」があり、これが K-Pg境界とされていた。しかしその後「Z炭層」

は、K-Pg 境界より 2～12m 高いことがわかった。現在では、ヘルクリークの地層は 30～50 万年の地層が欠落

していることがわかった。ヘルクリークは K-Pg 境界の恐竜化石の検討には適さない、というのが最近の見解

である。 

 

調査の方法 

 ヘルクリークでは、ボランティアたちを動員して化石発掘をして、K-Pg境界の 60cm 以内で恐竜化石を発見

した。 



 コロラド州のレートン層では、K-Pg 境界下 37cm でハドロサウルスの化石が発見されている。これは 2000

から 3000年前まで恐竜が生息していたことを示している。 

 中国では、K-Pg境界のすぐ近くで発見されている。 

 インドのデカンでは、K-Pg境界で恐竜の卵の化石が発見されている。 

 以上のことから、もし、K-Pg 境界近くで恐竜の化石に空白期間があったとしても、それは、シニョール・

リップス効果と考えられる。 

 

4 第 2の論点：絶滅の期間 

 つぎの反論は、火山爆発でも大絶滅が可能であるという説である。火山でも、イリジウムの濃集が可能であ

る。 

 問題は、突然か、それとも、だらだらとか、である。 

 しかし、衝突ではできて、火山ではできないものがあれば、衝突説を証明できる。 

 イリジウムの濃集は火山からも見つかっている。巨大火山なら、イリジウムを地球全体にばら撒くことも可

能かもしれない。しかし、細かい灰の成分は、広くばら撒けるが、重い元素や鉱物をばらまくことはできない。

衝突石英やスフェルールは重くて、地球全体に広がることはできない。 

 火山の候補としてデカン・トラップの火山があるが、その火山では、イリジウムの濃集は火山活動の間に見

つかり、火山は K-Pg境界より 100 万年前から始まり、K-Pg境界以降 100万年は続いている。また、火山活動

の全範囲の恐竜は生き延びていた。 

 したがって、火山説より衝突説のほうがいい。 

 正確には、K-Pg 境界は、6500万±20～30万年という非常に良い精度で決定されている。地質時代のなかで

ももっとも正確に決定されている時代境界である。 

 

5 証拠 

 世界各地の K-Pg境界の地層から、 

・イリジウムの濃集 

・巨大津波によってできた堆積物 

・衝突でできたスフェリュール 

・衝突石英 

・すす 

・衝突鉱物：コーサイト、ダイヤモンド 

これらは、すべて衝突説を支持する証拠と考えられる。 

 
 

6 クレーター探し 

 隕石の衝突の証拠はいっぱいできたのだが、肝心の、クレーターがなかなか見つからなかった。しかし、人

工衛星のデータ、地表のデータなどから、メキシコの、ユカタン半島が候補に上がった。 

 それど、詳しく調べてみると、ユカタン半島のクレーター周辺には、現在は、クレーターが埋まってしまっ

ているけれど、クレーターの痕跡がたくさん見つかってきた。 

 そして、メキシコ湾の石油ボーリングの結果でも、クレーターの構造があることが判明してきた。 

 チュチュルブ・クレーターと呼ばれている。 



 

▼ 隕石の衝突 

1 どれほどの大きさの隕石か 

 イリジウムの量がわかっている。それに地球の表面積をかければ、総イリジウムの量がわかる。隕石に含ま

れているイリジウムの量から隕石の大きさがわかる。 

グッビオの粘土層のイリジウムからは、直径 6.6kmの隕石 

デンマークの粘土層のイリジウムからは、直径 14kmの隕石 

が衝突したと推定した。 

 

2 何が起こったか 

・衝突 

 直径 10km ほどの隕石が、25km/秒で衝突すると、1億メガトンの TNT爆弾に匹敵するような膨大なエネルギ

ーが放出される。 

 このエネルギーは、広島に落ちた原爆は、13キロトンであったから、70億倍以上のエネルギーを放出する。

冷戦のとき一番たくさん保有されていた核兵器 6 万個をすべて爆発させたよりはるかに大きなエネルギーを

放出した。 

・世界人口あたり 1個の広島の原爆 

・地球の表面積 1km/m2あたり 10 個が爆発する 

という規模である。 

 衝突の結果、直径 100km 以上、深さ 15～25kmのチュチュルブ・クレーターが形成された。 

 その後、 

・超巨大津波 

・大火災 

・酸性雨 

・ちりやすすによる長期にわたる太陽光の遮断 

  ↓ 

光合成生物の絶滅 

  ↓ 

植物の破壊 

  ↓ 

草食動物の絶滅 

  ↓ 

肉食動物の絶滅 

など、想像を絶する事件がおきた。 

 このような一連の事件によって、大絶滅がより進んだ。 

 
▼ 衝突説の影響 

1 激変説の再来 

 激変説とは、キュビエが 1812 年に唱えた説で、地球の歴史では急激な天変地異が何度もあり、そのたびに

生物が絶滅し、新しい生物が出現したという考え。キリスト教が信じられていた時代にあって激変を「ノアの

洪水」と見立てることと生物の創世が神によるという考えにあったために受け入れる人も多かった。 

 隕石の衝突は新しい激変説の再来でもある。 

 

表 大量絶滅と衝突の証拠と候補のクレーター 

始新世－漸新世 3370 万年前 

 テクタイト、マイクロテクタイト、衝突石英、コーサイト 

 ポピガイ（シベリア）：3570万年前、直径 100km 

 チェサピーク湾（アメリカ）：3550万年前、直径 85km 

白亜紀－第三紀（K-Pg） 6500 万年前 

 イリジウム、衝突変成鉱物、マイクロテクタイト、スフェルール、スピネル、ダイヤモンド 

 チュチュルブ（メキシコ）：6500万年前、直径 170-300km 

ジュラ紀－白亜紀 1 億 4500 万年前 

 イリジウム、衝突石英、シダのスパイク 



 モロクウェン（南アフリカ）：1億 4500 万年前、直径 70-340km 

三畳紀－ジュラ紀 2 億 0200 万年前 

 衝突石英、弱いイリジウム・ピーク 

 マニコーガン（カナダ）：2億 1400 万年前、直径 100km 

 プチェジ・カトウンキ（ロシア）：2億 2000 万年前、直径 80km 

ペルム紀－三畳紀（P-T 境界） 2億 5000 万年前 

 弱いイリジウム・ピーク、衝突石英、マイクロスフェルール 

 アラギーニャ（ブラジル）：2億 4700万年前、直径 40km 

後期デボン紀 3 億 6700 万年前 

 マイクロテクタイト、弱いイリジウム・ピーク 

 シルヤン（スウェーデン）：3億 6800万年前、直径 52km 

オルドビス紀－シルル紀 4 億 3800 万年前 

 弱いイリジウム・ピーク 

 （クレーターは知られていない） 

 

 隕石の衝突による激変説を他の絶滅でも検証しようとしているが、なかなか証拠がそろわない。 

 

2 核の冬 

 1980 年のアルヴァレズらの論文に刺激をうけたカール・セーガンらは 1983 年に「核の冬」をサイエンスに

発表して、世界に衝撃を与えた。 

 セーガンらのモデルは、アメリカ合衆国とソビエト連邦（当時）の使用できた全核弾頭の半数以上が爆発さ

せられる核戦争が起こると仮定した。コンピュータをつかったモデル計算をした。 

 その結果、北半球で数ヶ月間にわたって、数 10 度の気温低下、光合成の停止、植物生物の破壊、食物連鎖

の切断、オゾン層の減少、が起こり、生存者は非常に少ないという結果とホモ・サピエンスの絶滅を引き起こ

すと、結論した。 

 ルイス・アルヴァレズは 

・最初の原爆実験を上空から観測 

・広島の原爆を上空から観測 

という核に対して重要な事件に二度にわたって上空から立ち会ってきた。いってみれば、ルイスは核爆弾を一

番知っていた。それを論文に反映させなかったのは、なにかあるのではないか。 

 K-Pg 境界の衝突説は、人間の核戦争への抑止にもなった。 

 

▼ レポートについて 
 レポートは e-mail で提出して下さい。紙によるレポートも受けつけます。レポートは時間厳守です。少し

でも遅れたら加点対象にしません。 

第 2回テーマ：地球環境は本当に悪くなっているでしょうか 

締め切り：6月 20日（木）24：00（時間厳守） 

 


