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水星について
水星のデータ
地球型惑星 質量
水星の地表温度（ちひょうおんど）：179度 地球
水星の質量（しつりょう）：地球の約1に対して、0.056
水星の半径（はんけい）：2440km 水星
太陽からの距離（きょり）：5790万km
自転周期（じてんしゅうき）：58日と16時間
公転周期（こうてんしゅうき）：88日（太陽のまわりを一周するのにかかる時間）
衛星：なし

水星の表面積： 74,800,000 km²

年齢： 4.503 × 10^9年
重力： 3.7 m/s²

5.972 × 10^24 kg

3.285 × 10^23 kg
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水星は岩石（がんせき）と金属からできていて、見た目は月とそっく
りです。水星には大きなクレーターでできているカロリス盆地（ぼん
ち）というものがあります。カロリス盆地とは、そのクレーターのまわ
りを丸くかこんでいるカロリス山脈（さんみゃく）という波模様（なみも
よう）がついている場所のことです。

水星は老人（ろうじん）の惑星であります。シワ
がいっぱいあります。カロリス盆地を作った天体
の衝突（しょうとつ）の力が、水星の反対側（は
んたいがわ）までつたわってシワシワになって
しまったんですよ。
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住めるかどうか

A、住めない

・水星は、太陽に一番近い星で、地球と比べると受
ける光や熱の量が7倍なため、昼は400度、夜は－160
度となる。（急激な温度変化に耐えられない）

・大気が無いため、宇宙放射線など人体に有害なも
のをブロックできない。

・真昼でも太陽が見えない。
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住めるようにするには

・水星には「永久影」と呼ばれる太陽の光が当たらない、急
激な温度変化が起こらない場所が有る。そこには大量の凍っ
た水がある。

→宇宙放射線など人体に有害なものもブロック出来る物
→空気が有るようにすれば住めるかも？
→－160度の中でもいられる服・宇宙服

の所持
→ 頑丈なシェルターをつくれば、人間が住める

かも。

※黄色い部分は氷
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金星の基本情報

半径：６０５２㎞

質量：０．８１５倍（地球を１とする）

太陽からの距離：１億８２０㎞（ジェット機で１５０
日）

公転周期：２２４日

自転周期：２４３日



金星の大気

二酸化炭素は熱を閉じ込める性質があり、｛温室効果｝によって、
太陽の熱が金星の外に逃げずに大気にため込まれるため、地
表の温度が４７０℃もある。
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地球と金星

似ているところ

• ・内惑星

• ・重さ：地球の０．９５倍

• ・直径：地球の０．８２倍

• ・内部構成

違うところ

• 自転方向 金星では太陽は西
から昇り東に沈む







金星
• 金星には非常に厚い大気がありそのほとん

どが二酸化炭素です。そのため二酸化炭素
の強い温室効果がはたらき、金星の表面温
度が昼夜関係なく４６０度あります（水星より
暑い）しかも、大気中には、硫酸の粒ででき
た、雲があり太陽の光が届きません。日光が
無いので植物も育たないし光合成もできない
ので、人が住むことはできない。



☆金星☆

金星は住むのは現実的では無い(゜д゜)

じゃあ、どうすればいいの？

ｍ(x_x)ｍ



説明( ﾉД`)ｼｸｼｸ…

金星の表面温度は５００度近く！

そのため、人が住むには上空50キ
ロメートル（気温が地球とだいたい
同じ）をプロペラで浮いた都市で住
めば限りなく地球と変わらない環境
で住めるだろう。

でも、見て分かるとおり( ´▽｀)



現実的にするには

１ CO²を削減し、O²を増やす。

約４７０℃ある温度を下げる。



２ 硫酸の粒でできた雲を削除！！

太陽の光が金星へ

現実的にするには



金星と地球について

• 一番星は金星だといわれています

• 地上から肉眼でも非常に明るく見えますが、
その理由は距離が近いというだけではありま
せん。

• 太陽の光をよく反射する性質をもっているの
です。



金星の自転

• 実は自転をする回転方向が逆で、これは金
星だけがもっている特徴となります

• また公転周期が約225日なのに対し、自転周
期が約243日で、自転周期の方が長いところ
も特徴です。



火星

人類は住めるのか？



火星（Mars）について
• 大きさ→6,779 km（直径） ※地球の約１/２

• 質量→6.39 × 10^23 kｇ ※地球の約１/10

• 重力→地球の約４０％

• 気温→昼間は-９℃、夜は-７７℃

• 気圧→地球の1/10程度↴

『高低差７５㎝で気温差１５℃』



地球と火星の比較
地球
• 自転周期…23時間56分

• 公転周期…365日

• 太陽からの距離

↪1億4960万km

火星
• 自転周期…24時間37分

• 公転周期…687日

• 太陽からの距離

↪2億2790万㎞



地球との共通点

①同じ岩石でできている

②季節変化が似ている

③１日が約２４時間

④赤道傾斜角がほぼ同じ



火星（Mars）の大気

・二酸化炭素…95.32％

・窒素…2.7％

・酸素…0.13％

・一酸化炭素…0.08％

・水蒸気…微量



結論

＿人人人人人人＿
＞ 住めない ＜
￣Y^Y^Y^Y^Y￣

※あくまで他の太陽系の惑星よりは住めるようになる可能性は高い



～木星について～



特徴
• 木星は太陽系にある惑星の1つで、内側か

ら5番目の公転軌道を周回している第5惑星
である。太陽系の中で大きさ、質量ともに最
大の惑星である。

• 木星の質量は地球の約318倍あり、重力は
地球の約2.3倍にも及ぶ。



木星

木星には地球のように固い地面がなく、
水素やヘリウムなどのガスが大量に集
まって形を成している。木星およびそれと
同様のガスを主成分とする惑星（ガス惑
星）である土星のことを木星型惑星（巨大
ガス惑星）と呼ぶ。

さらには燐・アンモニアが含まれた有毒な大気があります。



特徴
・陸地が皆無なんです、液体になった
金属水素の海が広がっているらしい。
寒い、表面温度－１４０度

• 磁場の強さが地球の2万倍、浴びる
と即死

• 放射線も強い、即死



特徴
• ものすごい突風が吹いていて大赤班という台風

みたいなものがあります。
• この台風が180m/sくらいです、大気にリン、アン

モニアが含まれている世界。
• スペースシャトルで出発しても2年5か月かかる。

スペースシャトルの速度は時速2万8000キロ。
• 太陽の光はほとんど届かない。



特徴

• 「木星」には地球2個分の巨大台風がある
•

自転周期が約10時間と、非常に速く自転していることから、その遠心力
で赤道方向にややつぶれた形をしている。

見た目でいうと、赤道方向に平行にのびるしま模様が特徴だが、これは
大気中に浮かぶアンモニアの氷の粒からできた雲。その色の違いは、
雲の粒の大きさや厚さ、微量に含まれる元素の違いなどが原因と考え
られている。



木星 写真



先に結果からいうと

•住めない！



理由

① 木星の主成分は気体でできているから。
大気の上空には ・約９０％の水素

・約１０％のヘリウム
大気には ・メタン

・アンモニア
・水蒸気

外層部にはアンモニアの結晶



②放射線濃度が高すぎる。

③木星には地球のように固い地面がない

→まともに歩けない

④水分がなさすぎる

⑤息ができない





・木星の強い磁場による放射線帯をふせぐスー
ツがあれば木星にはいける、、、はず？

「被爆をふせぐ特殊スーツ」

・宇宙服必須



土星について



土星の特徴

・土星はガスの惑星

・大きさは地球の9倍

・質量は地球の95倍

・中心部は岩石や水の核

・とても寒い惑星



土星のデータ

・土星の半径（はんけい）：6万268km
・土星の質量（しつりょう）：地球1に対し、95.16
・土星の地表の温度（おんど）：－180℃
・土星の気圧（きあつ）：1.3気圧
・太陽（たいよう）から土星までの距離（きょり）：14億
2940万km
・土星の公転周期（こうてんしゅうき）：29年
・土星の自転周期（じてんしゅうき）：10時間39分
・土星の衛星（えいせい）：49個
・土星の環（わ）：8本



土星は住めるか？

住めません！絶対無理です。

土星を降りた行ったところで、雲の下には液体になっ
た水素の海しかなく、しかも底なし！！（地面が存在し
ない）

それでいて台風よりも強い風が吹くので、人間どころ
か機械も降り立つのは厳しい。



どうしたら、土星に住めるか・・・



天王星について

◆ その１，半径２万５５５９㎞

◆ その２，表面温度－１８０度

◆ その３，公転周期８４年



【天王星】

・惑星の周りでメタンなどが爆発
を繰り返している。

・中心部分に氷の塊があり、
すっっっっごく冷たい地面。

・自転軸が大きく傾いているため
何年も昼間が続いたり、夜が続く。

→人類や生き物が生きていくのに
適していない

【地球】

・酸素や窒素、炭素、熱などがバラ
ンスよく含まれている。

→人類や生き物が生きていくのに適
している！



A,  天王星は小さいガス惑星であり、－１８０度
くらいの温度である。また、地軸が大きく傾いて
いるため、生物の住む環境としては、厳しすぎる
ため私たちが住むことは難しいと言う考察ができ
る。



解決策

１、周囲で起きているガス爆発に負けないくら
いの強度の飛行機を開発する

２、極寒の温度でも寒くならない服を作る

３、地球でいう赤道のようなところに着陸する



～海王星に住みたい～



半径 ２万４７６４km【地球の約４倍】
表面温度 －２２０℃
公転周期 １６５年
自転周期 １６時間
酸素はほとんどない
風の速さ 時速２４００ｋｍ
四季がある 【全てのきせつが極寒】



表層のガスの中にメタンが含まれているから

である。メタンは、赤い光を吸収し、青い光を
散乱する性質がある。

太陽の光が吸収され、

青い光のみ跳ね返されるため

青く見える。



海王星の特徴として「酸素がほとんどない」、
「表面温度が-２００℃」、「風の速さが時
速２４００㎞」とあるので海王星に住むのは

難しい



かなりのテラフォーミングをしなければ、人間が
住める環境にはならないという事です。

※テラフォーミング

地球ではない惑星、衛星またはその他天体の地殻、
水圏、生物圏、大気圏、磁気圏を、地球環境に極
限まで近い水準にまで、人為的かつ計画的に改変
または生成し、最終的に人類および生物の居住可

能領域に改造する仮説的プロセスのこと


