
まえがき

　太陽系には地球のように液体の水が存在する星はほかにありません．地球に液体
の水が存在する条件として，太陽までの距離，自転周期，惑星としての大きさ，自
転軸の傾きが適切であったことなどが指摘されています．それらの条件が違ってい
たら，地球に液体の水が存在せず，生物が存在できなかったに違いありません．星
としての地球が大量の液体の水を持つ条件は実に微妙で，それが実現しているのは
とても不思議なことだと言わざるを得ません．
　私たちにとって水はいつも身近にある物質ですが，とても特異で不思議な物質で
もあります．例えば，0 ℃ から 100 ℃ の間で固体，液体，気体が共存するという
物質は水以外にはありせん．氷が水に浮かぶ，4 ℃ で水の密度が最大になる，水
滴が球形になる，温まりにくく冷めにくい，多くの物質を溶かすという水の性質は，
当たり前のようで，とても不思議な性質なのです．
　生命は深海で誕生したと考えられています．その誕生の詳細はいまだに多くの謎
に包まれています．生物には通常 70 ％ 以上の水が含まれていて，水なしではあら
ゆる生物は生きてゆけません．水は細胞内部に，細胞外に，また血液として生物の
あらゆる組織に含まれています．それらの水には無機塩類，タンパク質，核酸，多
糖類が溶けています．生命活動は主として水の中において複雑な化学反応で行われ
ていますが，私たちはその内容を知らなくても生きてゆけるのは不思議なことです．
　私たち人間にとって水は生きてゆくために必須の物質です．飲料水はもとより，
煮炊き，お風呂，洗濯，農業用，工業用などに水は欠かせません．水道栓をひねれ
ば水は出てきますが，そこにくるまでに水は長い旅をしています．太陽の光が海面
を照らすと水が蒸発し，上空で雲になり，やがて雨や雪となり地上に降ってきます．
この自然の蒸留作用のおかげで私たちは水を利用できるのです．雲，霧，水蒸気な
どの大気中の水は地球上の水全体の 0.001％ に過ぎないのですが，それが平均 10
日間で循環しているおかげで，地球上の動植物すべての生命を支えているのは不思
議なことです．
　本書では，第 1章で，水がとても特異で不思議な物質であることを示し，その
原因について述べます．それ以降の各章では，それが私たちの日常の現象にどのよ
うに現れているかについて順次述べてゆきます．第 2，3章では，さまざまな形で
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現れる「結露」の現象とそれが起こる条件，また，固体，液体，気体となる水の状
態変化を具体的な例をとおして述べます．第 4，5章では，水が蒸発して雲となり，
雨や雪として降ってくるまでの過程について述べます．第 6章では，氷の持つさ
まざまな側面にについて述べます．第 7，8章では，密度が水より大きい物体でも
水の表面に浮く物質の例や水と油が含まれる場合の混合や水の濡れの現象について
述べます．第 9，10 章では，水がいろいろな物質を溶かす能力があり，溶けない
紙や繊維でも水を含むことを私たちが利用している例を述べます．第 11章では，
地球上の水について，陸水と海水のバランス，海水の塩分濃度や流れ，オアシス，
氷河の盛衰について述べます．第 12章では，飲料水について，その必要量，水道
水の作り方，欧米との違い，おいしい水の条件などについて述べます．第 13，14
章では，動植物が水をどのように体内に取り込んで生命の営みを続けているかを述
べます．ラクダの水分調節術，サケの塩分濃度調節術，人間の汗かきによる体温調
節術，植物の光合成における水の役割，蒸散による体温調節と吸水，サボテンの水
節約術などについて述べます．
　筆者は 1997 年に転職して千葉大学教育学部に勤務することになりました．小中
高の教員を養成する学部に勤務しているのに，一度も小中高の児童生徒に授業をし
た経験がなかったので，千葉大学教育学部附属小学校の校長先生に頼んで理科の
授業をさせてもらいました．小学校 5年生のクラスで「雲は何でできているか？」
というテーマで授業をすることになりました．子どもたちに，「雲は何でできてい
ると思う？」と問うと「水蒸気」という答が多く出ました．「水蒸気は見える？」
と聞き返すと，「見えないから水滴だ」という答えが出ました．また，雲は高い場
合は 1万mまであるけどそこでも水滴？と問うと「氷の粒」という答が出ました．
では，「水滴や氷の粒と空気はどっちが重い？」と聞くと「水滴や氷の粒」と答え
ました．「それでは水滴や氷の粒はなぜ落ちてこないの？」と尋ね，その答を見つ
ける作業をする授業でした．そのとき子どもたちの表情はとても生き生きとしてい
ました．
　若者の読書離れ，理科離れが言われる今日，日常の何気ない現象に目を留め，「な
ぜ？」という疑問を持つこと，そして子どもが発信してくる疑問に大人が答えるこ
とができることが求められます．その答え方しだいで子どもたちは自然現象や身近
で経験する現象に対する関心を深め，好奇心を広げ，世界の広がりと奥深さを感ず
ることができるようになると思われます．
　「科学の眼で見る日常の疑問」という視点は，筆者が千葉大学教育学部に勤務し
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はじめた当初から教員を目指す学生に求めた視点でした．当時の稲場研究室に属し
た学生諸君の一部には卒論でも自ら疑問を見出し，それについて調べて発表しても
らいました．本書を出版することができたのは，当時の研究室での議論や実験室で
の実験を通した問題意識が基礎になっています．当時の共同研究者であった千葉大
学教育学部准教授の林英子さんおよび当時の学生諸君に感謝したいと思います．
　本書の出版を認めてくださった技報堂出版（株）編集部長の石井洋平氏および直
接編集に携わってくださり有益な助言をいただいた同社編集部の伊藤大樹氏に深く
感謝したいと思います．
　本書は，筆者の孫である三浦隆
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ちゃんに捧げたいと思いま
す．隆明君は中学 2年生，咲樹美ちゃんは 4才ですが，二人を日本の将来を担い，
21 世紀後半を生きるであろう少年少女の代表とさせていただきたいと思います．
隆明君は昨年『空気のはなし』と『エネルギーのはなし』の本を出したときに，難
しい用語は事典で調べるなどして 2冊とも通読してくれました．本書は中学生に
も十分読めるやさしい部分も結構ありますが，中学生にはかなり難しい内容もあり
ます．隆明君がどこまで読めるか楽しみです．

　2017 年 7月
稲場 秀明
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第1章　

水の特徴と特異性

水はほかの酸素族の水素化物に比べて沸点
と融点が異常に高い．水は地球上で唯一固
体，液体，気体の状態をとりうる特殊な化
合物である．この章では，水の特異な性質
とその原因について述べる．
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   1 話　水の融点や沸点はなぜ特別に高いか？  

　私たちにとって水はいつも身近にある物質だが，とても特異で不思議な物質でも
ある．0 ℃ から 100 ℃ の間で固体，液体，気体が共存するという物質は水以外に
は思い浮かばない．1 500 万個あると言われる化合物の中で，水だけが地球上で気
体，液体，固体として共存する化合物である．
　分子や化合物は，低温では固体で，温度上昇に伴って，分解しない限り，液体と
なり気体となる．温度上昇に伴って，分子の熱振動が激しくなり，分子間の結合力
に打ち勝って流動化し，蒸発するからである．そのため融点や沸点を調べればその
分子や化合物の結合力と特徴を知ることができる．
　融点や沸点から水の特徴を考えるため，図 1を示す．酸素と同族の元素で周
期表において下方には硫黄，セレン，テルルがある．それらの水素化物は H2S，
H2Se，H2Te で，それらの分子量を横軸に沸点と融点が示してある．沸点と融点は
H2Te，H2Se，H2S と水素化物が軽くなるにしたがって低下する．これは分子が軽
いと動きやすいので蒸発しやすく溶けやすいからである．ところが，H2Te，H2Se，
H2S の沸点と融点を分子量に対して外挿すると，水の分子量は 18だから水の沸点
と融点はH2S よりも低くなるはずだが，実際にははるかに高くなる．
　これは水の結合の性質が関係している．水の分子は 1個の酸素原子と 2個の水
素原子よりなる．酸素原子は原子番号が 8で電子を 8個持っている．そのうち 4
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図 1　水素化物の沸点および融点と分子量との関係
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個の電子は 1 s 軌道に 2個，2 s 軌道に 2個あるが，化学結合には関与しない．そ
の外側の軌道（2 p 軌道）に電子を 4個持っていて，その内の 2個が水素原子と
共有結合を作っている．実際には水の分子がH-O-H の結合角が 104.5°を持った三
角形の形をしている．酸素原子は結合に関与しない余った電子（不対電子という）
が 2 p 軌道に 2個存在するために電気的に少しマイナスとなり，水素原子は（電
子のとれたH+ が比較的安定で）プラスの電荷を少し帯びている．酸素の不対電子
は隣の分子の水素原子と結び付いて結合を作る．これを水素結合という．図 2に
は，水分子 2個と両者を結ぶ水素結合の様子を示す．ここで，小さい丸は水素原子，
大きい丸は酸素原子である．
　水の分子は隣の分子と比較的強い水素結合を作るため，重い化合物であるH2Te
に比べても分子間力が強いために沸点や融点が高くなる．

　　　　　　水は私たちが日常暮らしている狭い温度範囲で固体，液体，気体の状
態をとりうる特殊な化合物である．水はほかの酸素族の水素化物に比べて沸点と融
点が異常に高い．それは，水の分子と分子との間に水素結合が 3次元的につながっ
ていて，分子の運動が起こりにくいからである．

図 2　水分子の結合と水素結合

水素結合共有結合
104.5°

0.276 mm

0.177 mm0.096 mm
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水の特異性に関するデータ

　各種物質と水との性質の比較を表 3に示す．ここで，オクタンはガソリ
ンの一成分で，油を代表する分子と考えてもよい．水の融点は 0℃ でエチ
ルアルコールや n−オクタンよりも高い．エチルアルコールや n−オクタ
ンよりも高いのは，水の分子間力が異常に大きいからである．水の密度が
それらに比べて大きいのも同じ理由である．水の比熱容量がほかに比べて
大きいのは，水が軽い分子からできているにも関わらず分子間力が大きい
からである．
　通常，融点の高い物質は沸点も高い．これは，融点の高い物質は分子間
の結合が強いので蒸発するのを引き止める力が強いからである．表 3の物
質においてもほぼその関係が成立している．ところが，n−オクタンだけは
水よりも融点が低いにも関わらず沸点が 125 ℃ と水よりも高い．これは，
融点に関しては，水の分子間力が勝るため水の融点が高いが，沸点のほうは，
分子量は n−オクタンが 114 と水の 18 に比べて数倍大きく，分子が重い
ため蒸発がしにくいためと考えられる．これは，水が軽い分子からできて
いるにも関わらず分子間力が大きいことによる特異な性質となったもので
ある．
　以上から，「水は融点が高いにも関わらず，沸点が相対的に低い．」とい
う結論が導かれる．融点が 0 ℃，沸点が 100 ℃ である水は，氷から水蒸気
を生成するまでの温度範囲が狭く，地球上で氷，水，水蒸気という 3つの
状態を取りうる稀有な分子である．

表 3　各物質と水との性質の比較

エチルアルコール
n－オクタン
水

化学式

C2H5OH
n－C8H18
H2O

78.4
125
100

沸点
（℃）

0.789
0.703
1.000

密度
（g/cm3）

2.42
2.18
4.18

比熱容量
（JK－1g－1）

－115
－60
0

融点
（℃）

コ ラ ム
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冷えたコップにつく水滴

この章では，冷えたコップにつく水滴，寒
い朝に白く見える息，よく晴れた日の朝に
草むらにできる露など日常よく見かける現
象について，水滴ができる条件とその原因
について述べる．
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   7 話　冷えた飲物の入ったコップの外側に水滴がつくのはなぜか？  

　部屋の中で冷たいジュースを飲んでいると，コップの外側には水滴がつくことが
ある．これは空気中の水蒸気が冷えて水滴になったためである．水蒸気が空気中に
含むことのできる最大の量は温度によって決まっていて，温度が高いほど空気中に
含むことのできる最大の水蒸気量が多い．
　部屋の温度は冷たいコップの温度より高いので水蒸気は部屋の中を自由に飛び
回っている．家具や壁の温度はほぼ室温と同じなので，水蒸気が家具や壁にぶつかっ
てもは跳ね返るだけある．ところが，水蒸気がコップにたまたまぶつかると，その
温度が低いので空気中に含むことのできる水蒸気量を超えてしまい，水滴となって
コップにつく．
　水蒸気が空気中に含む最大の量が温度で決まる理由は，水蒸気のエネルギーが液
体の水のエネルギーより大きいためで，温度が高いほど熱エネルギーが大きいため
空気中に含む最大水蒸気量が多くなるためである．
　図 7に飽和水蒸気圧の温度に対する変化を示している．ここで，縦軸の飽和水
蒸気圧の hPa（ヘクトパスカル）という単位は圧力の単位である．h（ヘクト）は
100 の意味で，Pa は N/m2，1 hPa が約 1 g 重／ cm2 である．hPa はテレビの天気
予報に出てくる圧力の単位と同じで，1 013 hPa（1 013 × 102 Pa）が 1気圧にあ
たる．
　冷たいジュースのコップについた水滴の問題を考える．その部屋の温度が 24 ℃
で湿度が 53％ とすると，24 ℃ では飽和水蒸気圧は図 7の B点で 29.8 hPa なの
で，部屋の中の水蒸気の圧力は 29.8 hPa × 0.53 = 15.9 hPa（図 7のD点）となる．
15.9 hPa という水蒸気圧は温度が 14℃ のときの飽和水蒸気圧（図 7の C点）に
あたる．ということは，温度が 14 ℃ 以下の物体が部屋の中にあると水蒸気は気体
のままでおれなくなり，水滴ができ始める．このように，水滴ができ始める温度の
ことを露点（図 7の Td点）と言い，露点以下の温度では水滴ができる．冷たいコッ
プが部屋の中にあっても，コップの温度が露点よりも高ければコップに水滴がつか
ない．
　どうして，飽和水蒸気圧の温度に対する変化が図 7のように指数関数的になる
かについて，次式を示す．
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　ここで，Pは絶対温度 Tでの水蒸気圧（単位：hPa），P0 は定数（単位：hPa），
ΔHは水の蒸発熱（単位：kJmol−1），Rは気体定数（8.314 JK−1mol−1）である．
式（1） の意味は，水と水蒸気とが共存するときの水蒸気圧は温度が上がるととも
に，指数関数的に上昇する．温度が高いほど水の分子運動が激しくなるため熱エネ
ルギーが大きくなるので，空気中を気体として動き回る量が増えるために最大水蒸
気量が多くなる．そのときの水蒸気圧の上昇の仕方を決めるのは，水の蒸発熱ΔH
の値である．これは，水が蒸発して空気中に飛んでいくためには，まわりに存在す
る水の分子間の引力を切断するエネルギーが必要なためである．分子間の引力を切
断するエネルギーが蒸発熱に相当し，水 1 g 当たり 2 255 J である．蒸発熱が大き
いほど，より温度を高くしないと水蒸気圧が高くならないことを示している．

　　　　　　空気中の水蒸気がコップのところで冷えて水滴になったのである．水
蒸気が空気中に含むことのできる量は，温度が高いほど多い．コップに比べて部屋の
温度は高いので水蒸気は部屋の中を飛び回っているが，コップのところにたまたまぶ
つかると，その温度が低いので水蒸気が空気中に含むことのできる量を超えて，水滴
となる．

P = P0 exp（－　H / RT ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）Δ

図 7　飽和水蒸気圧の温度に対する変化
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汗と動物

　ヒトは汗をかくが，ほかの動物は汗をかかないのだろうか？
イヌやネコが汗びっしょりとかライオンがひたいに汗するとかは見たこと
はない．競争馬が走った後に汗をかくのが例外的で，夏の暑い日に歩いた
だけでどっと汗をかくのは人間くらいのものである．動物は汗をかかなく
ても暑くないのだろうか？
　動物の汗腺には，エクリン腺とアポクリン腺がある．アポクリン腺は，
脇の下や陰部などの限られたところにある．アポクリン腺の機能は，体温
調節ではなく，ものを握る手のひらや地面に接する足の裏の滑り止めとし
て働いている．また，動物特有の臭い物質を出していて，なわばりの印つ
けや性的な信号としての役割をしている．エクリン腺が全身に分布してい
るのはサルの仲間だけである．ほかの動物たちは，汗腺のほとんどがアポ
クリン腺でエクリン腺は限られた場所にしかない．例えばイヌやネコのエ
クリン腺は足の裏にあるだけである．サル以外は，暑くても汗がかけない
定めなのである．ウマの汗腺は例外的で，アポクリン腺なのに体温調節を
している．速く走るために適応し，進化した例といえそうである．
　では，動物たちは暑いときにどうするのだろうか？ 暑いときにはなるべ
く活動しないで，木陰でじっとしている．狙われる動物は，逃げるために
走らなければならないが，追うほうでも暑いときは走りたくはないのであ
る．野生動物の多くは真夏の炎天下には狩りをしない．それでも暑いとき
には体温を下げるための方法が必要である．イヌが口を開けて舌を出して
ハーハーやる．それは，パンチング呼吸といって暖かい息を吐き，水分を
舌から蒸発させることで体温を下げる．ウシやブタは鼻と口のまわりにだ
け集中して汗を出す．ゾウは大きな耳をパタパタと振る．耳の血管が膨れ
上り，大量の血液が流れる間にうすっぺらな耳から熱を放出することで温
度を下げる．耳がラジエータの役割をすることになる．

コ ラ ム
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植物と水

植物体の 80 ％ 以上が水で，植物の細胞内
に水がなければ生命活動に必要な生化学反
応が進まない．光合成における水の役割，
蒸散による体温調節機能，高い木における
水の供給方法，根における養分吸収機能な
どについて述べる．
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   73 話　植物にはなぜ水が必要か？  

　植木に水をやるのを忘れていると，しおれてしまう．最初に葉がしおれ，ひどい
ときは茎もしおれて地面に倒れてしまう．植物は進化の過程で，より強い光を求め
て海から陸地に上がってきたと考えられている．そのとき，これまで植物体の周り
に無尽蔵にあった水がなくなった．そこで，土に根を生やして土に含まれる水分を
吸収するようになった．多くの種類の植物が陸地に上がると，その間で競争が起こ
り，より高く背丈を伸ばして光を採ろうとした種もあれば，弱い光でも生きて行け
るように工夫した背丈の低い種もあった．弱い光では光合成は活発に行えないが，
水をくみ上げるのに苦労しなくてもよいという利点があった．一方，背丈の高い木
は光合成は活発に行えるが，水をくみ上げるのに苦労しなくてはならなかった．
　植物体の重量の 80～ 95 ％ は水なので，水は必須である．植物の細胞内に水が
なければ生命活動に必要な生化学反応が進まない．植物が活発に背丈を伸ばし，葉
を展開するとき，植物体の重量は増加する．植物が成長するときの重量増加の大部
分は水の増加によると考えられる．しかし，植物が成長するときに必要とする水の
量は，この体重の増加分よりはるかに多い．トウモロコシは，1 kg の物質を生産
するのに 300 kg の水を消費する．植物は根から水を吸うが，図 88に示す葉の気
孔という孔から水が蒸発して失われる．この働きを蒸散と呼ぶ．植物が根から吸い
上げた水のうちの多くは蒸散によって失われる．蒸散は一見むだに思えるが，後で
述べるように，植物の生命維持にとって重要な働きをしている．
　植物の細胞内に水がなければ生命活動に必要な生化学反応が進まない．種子の含
水率は約 5 ％ で，ほとんど水を含まないので，種子の中では物質の輸送や代謝が
行われず，生命活動が停止している．これに水を与えるとこれらの活動が再開され
る．
　葉の表面には，図 88にあるような気孔がある．気孔は，1対の孔辺細胞とその
周辺の細胞からなる構造で，孔辺細胞間にできる孔の大きさを調整して開閉を行う．
気孔は光合成が盛んに行われる晴天のときに開く．細胞間隙から浸み出してきた水
が，孔辺細胞間の孔が開くと水蒸気となって蒸発する．水が水蒸気になるには，大
量の熱エネルギーが必要になるので，その分だけ熱エネルギーが失われ，植物体の
温度が下がる．植物は動物と違って涼しいところに移動できないので，夏の直射日
光の元では温度が相当上がることになる．45 ℃ を超えると植物の生命が危険とな
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るので，植物は蒸散による温度調節を行っているのである．
　蒸散によって植物は水を根から吸い上げる力を得ている．76 話で詳しく述べる
が， 100 m もある高い木がいとも簡単に水を吸い上げることができるのは，蒸散に
よる負圧が導管や仮導管を経て根にまで届いているためである．
　細胞内の水の存在によって膨圧と呼ばれる圧力を生じる．膨圧によって植物体は
いろいろの運動をすることができる．例えば，気孔の開閉は孔辺細胞の運動によっ
て調節される．孔辺細胞から水が外に移動すると気孔が閉まり，孔辺細胞がまわり
から水を吸うと気孔が開く．水が出ると内部の圧力が下がり，水が入ると圧力が上
がり，細胞の形が変わる．

　　　　　　植物の細胞内に水がなければ生命活動に必要な生化学反応が進まない．
細胞内の水の存在によって膨圧と呼ばれる圧力を生じ，気孔の開閉などの運動を制御
している．植物は根から吸い上げた水を用いて成長するが，その多くは蒸散によって
失われる．蒸散は温度調節，吸水など重要な働きをしている．

図 88　気孔の構造と働き［出典：日本植物生理学会ホームページ
　　　 （名古屋大学木下俊則教授提供）］
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