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■ 基本情報（2015年度）
拠  点  長 ：廣瀬  敬
主任研究者（PI）：17名 （内 外国人研究者数 7名、女性研究者数 1名）
その他研究者：59名 （内 外国人研究者数 20名、女性研究者数 17名）
研究支援員 ：30名
事 務 部 門 ：部門長　星 元紀（2016年度より櫻井 隆）
  スタッフ　23名 （内 英語対応者割合 91%）
サテライト機関・連携機関：愛媛大学、宇宙航空研究開発機構 (JAXA)、
 海洋研究開発機構 (JAMSTEC)、プリンストン大学（アメリカ）、
 ハーバード大学（アメリカ）など
URL：http://www.elsi.jp/ja/

地球科学分野、生命科学分野、惑星科学分野をはじめとするトップレベルの
研究者が国内外から集い、学際的な統合アプローチによって「地球と生命の起源」
を探る、極めてユニークな研究機関である。地球が太陽系の中でどのようにして
生まれたのか、どのようにして地球に生命が誕生し、また地球と生命はどのよう
にして今のような形に至ったのか、を研究する。さらに地球と生命の起源を理解
することを通して、太陽系以外の惑星系における生命についても考察する。

地球の起源と生命の起源の
解明を目指す
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主な研究成果
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〒 152-8550　東京都目黒区大岡山 2-12-1-IE-1
Phone: 03-5734-3414　
Email: info@elsi.jp

月の誕生を説明するジャイアント・インパクト説の
精密化
月は、地球に衝突した原始惑星によって誕生したといわれている。しかし、衝突説が正
しいとするとなぜ月の元素組成が地球とほぼ同じなのか。数値シミュレーションを高度
化すると、この矛盾が解ける。

地球誕生時に海水の 80倍の水が存在
マントル物質の高圧実験により、地球コアに大量の水素が存在するはずであることがわ
かった。地球は形成時に大量の水（現在の海水の 80倍）を獲得したが、その大部分が
コアに取り込まれたため、生命発生時点においても表面の陸地は水没しなかったのでは
なかろうか。

生命誕生前の初期地球における炭化水素の合成過程
を推定
長野県白馬地域の温泉水が無機的に合成されたメタンガスを含むことを発見した。この
ような化学反応が初期の地球で有機物を作り、それが生命の誕生につながった可能性を
示した。

生命を作るのに最適な材料を計算化学で探る
地球上のほとんど全ての生命体は 20種類のアミノ酸だけを使っている。この 20種類
はなぜ選ばれたのか、計算化学が読み解く。

人工細胞を創り出すことから、生命の起源を探る
細胞膜を模した人工膜中に合成蛋

たんぱくしつ

白質を組み込む手法を開発研究した。この研究は、現
実の細胞が機能する仕組みについての理解を深めるだけでなく、医薬分野や工業分野へ
の活用を促すであろう。
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背景は大気圏外から見た地球（CGイメージ）
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 研究の背景と目的
約 46億年前に初期太陽を中心とするガス・ダス

トの円盤から地球が生まれた。地球と小天体との衝
突（ジャイアント・インパクト）により、月ができ
ると同時に地球の表面は高温のマグマで覆われたが
（マグマオーシャン）、その後次第に冷えていったと
考えられている。
地球と生命は、相互に影響し合いながら進化を続

けている。46億年の歴史の中では、コアの形成によ
る地磁気の生成と変化、光合成を行う生物の登場によ
る酸素の供給、マントル対流による大陸の形成と移動、
地球全体が氷におおわれる時期（スノーボールアース）
もあったことが分かっている。こうした地球環境の変
化は、生命の進化に大きな影響を与えてきた。
最近の天文学観測により、宇宙には地球と同じよ

うな生命を育む条件を備えた惑星が多数、存在する
ことが分かってきた。地球と生命の起源を探ること
は、宇宙における生命の存在の可能性を探ることに
つながる。
地球上の生命は、初期地球のどこかで誕生したと

考えられる。誕生のプロセスはまだ明らかになって
いないが、基本的には無機物から有機物が合成され、
それらが高分子化することでペプチド、原始 RNA、
原始細胞膜が構成され、これらをもとに原始生命が
誕生したと考えられている。
地球生命研究所（ELSI；エルシー）は、人類が長

年追い求めてきた 4つの疑問（図 1の ABCD）に挑
む研究機関である。
A. 地球の起源：地球は太陽系の中でどのようにして
生まれたのか、なぜ地球には水があるのか、最初
の大気はどのようなものだったのかを探る。小惑
星、火星探査からも重要な情報が得られる。

B. 地球 –生命システムの起源：生命はいつ、どこで、

どのようにして誕生したのか、初期生命のゲノム
はどのようなものだったのか、を探る。

C. 地球 –生命システムの進化：固体地球の変動は地
球生態系をどう変えたのか、宇宙の変動は地球環
境にどのような影響を与えたのか、地球大気には
なぜ酸素が存在するのか、を研究する。

D. 宇宙における生命：地球と生命の起源を理解する
ことを通して、宇宙の中で地球はどれほどユニー
クな存在なのか、地球外生命体を探す手立てとし
てどのようなものがあるのか、を考察する。
ELSIでは、多くの研究者がそれぞれの専門分野を

深めながら、これら 4つの疑問を統合的に理解する
ため密接に協力して研究を進めている。その主な成
果を次にまとめる。

 1 月の誕生を説明するジャイアント・
インパクト説の精密化
井田 茂（PI）

月は、火星くらいの質量の原始惑星が地球と衝突
して放出された物質からできたとする、巨大衝突説
（ジャイアント・インパクト説）が支持を得ている。
この説に基づくこれまでの数値シミュレーションに
よると、月はほとんど衝突した天体の物質からでき
ているはずである。にもかかわらず、地球と月の元
素同位体比は似通っており、地球と衝突天体とは組
成が異なるはずなのになぜか、という謎があった。
ELSIの研究者たちはシミュレーションの手法を見直
し、地球のコアとマントル、表面と宇宙空間のよう
な不連続面がある場合には、従来の手法には問題が
あることに気づき、改良を試みた。
コアとマントルのような不連続面も正しく扱える

新しい数値計算手法によるジャイアント・インパク
トのシミュレーションによると、地球に衝突した天

図 1　地球生命研究所の主要研究課題
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体は従来のモデルより小さくてよく、さらに、放出
されて月を作った物質には地球からの物質も多く含
まれることがわかった（図 2）。これで、地球と月の
元素同位体比が似ていることが説明できる。
今回開発された計算手法でもまだ、天体と宇宙空

間との境界面の扱いが完全ではないが、このような
研究を更に進めることにより、月の起源のみならず、
生命が誕生した頃の初期地球の表面環境についての
手掛かりも得られると期待される。

N. Hosono et al., Icarus 271, 131, 2016

 2 地球誕生時にコアには海水の 80倍
の水が存在
廣瀬 敬（PI）

地球は深さ 2900 ㎞を境に、岩石で構成されるマ
ントルと、鉄合金で構成される液体コア（外核）に
分けられる。下部マントルは固体であることから、
下部マントルの温度はマントル物質の融解温度以下
でなければならない。マントル直下に位置する外核
の温度もそれ以下である必要があるが、一方で外核
の鉄合金は液体であり、その温度はコア物質の融解
温度より高い必要がある。鉄合金の融解温度は、そ
の不純物組成に大きく依存するので、外核の温度は
その化学組成に制約を与える。

ELSIの研究者たちは、マントル物質を地球深部
に相当する百万気圧を超える高圧高温環境下に置い
た後（図 3）、融解の痕跡の有無を大型放射光施設
SPring-8において確認し、コア直上のマントルの融
解温度が従来の見積りより少なくとも 400 度低い、

約 3300℃であることを突き止めた。また、純鉄の融
解温度はコア最上部でおよそ 3900℃であり、液体コ
ア（外核）は不純物によってその融解温度が 600度
以上下がっている。このことから、コアには水素が
重量にして 0.6 %程度含まれている必要があると結
論づけられる。これは水に換算すると地球全質量の
1.6 %（現在の海水の約 80倍）に当たり、地球はそ
の形成時に大量の水を獲得したことを意味し、最近
の太陽系形成理論の予想とも一致する。理論予想で
は、大量の水が陸地を水没させ生命の発生に不利で
はないかと危惧されていたが、水は表層ではなくコ
アに蓄えられていたわけで、この点でも矛盾がない。
なお、この研究を含む一連の業績により、廣瀬拠

点長は 2016年度の藤原賞を受賞している。
R. Nomura et al., Science 343, 522, 2014

 3 生命誕生前の初期地球における炭化
水素の合成過程を推定
黒川 顕（PI）

生命誕生の場として有力な候補の一つに、蛇紋
岩と呼ばれる岩石を含む温泉環境がある。蛇紋岩は
現在の地表にはわずかしか露出していないが、地球
誕生直後の海底では最もありふれた岩石だったと考
えられている。この岩石が水と反応することで高濃
度の水素ガスが生成され、生命誕生に必要なエネル
ギーと有機物の合成を促した可能性がある。ELSIの
研究者たちは、このような特殊な環境の温泉が長野
県白馬地域に点在していることを突き止め、2010
年から調査を行ってきた。
この温泉ガスは約 50˚Cで水素ガスとメタンなどの

炭化水素を含む。メタン（CH4）が温泉水と同じ程
度の重水素を含むことから、温泉の炭化水素が水を
水素源として合成されていることがわかった（図 4）。

図 2　ジャイアント・インパクトのシミュレーション新旧比較

図 3　超高圧状態を再現するダイアモンドアンビルセル装置
図 4　白馬温泉でのサンプル採取風景と、蛇紋岩の表面に
　　　おける炭化水素の合成模式図
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この温泉で、今まで知られていなかった無機的な
化学反応によって、生命のもととなる炭化水素が合
成されていることが分かったことから、同様の化学
反応が初期地球で有機物を作り、それが生命誕生に
つながった可能性が示されたといえる。これは ELSI
の主任研究者・黒川顕を代表者として 2014年度よ
り開始された科学研究費補助金・新学術領域研究「冥
王代生命学の創成」の成果の一つである。

K. Suda et al., Earth and Planetary Science Letters 386, 
112, 2014

 4 生命を作るのに最適な材料を計算化
学で探る
H. James Cleaves（特任准教授）

アミノ酸には極めて多くの種類があるのに、地球
上のほとんど全ての生命体は 20種類のアミノ酸だ
けを使っている。この 20種類はなぜ選ばれたのか？
　この問いに答えるため、ELSIの研究者たちは、ア
ミノ酸を構成する 5種類の元素（炭素、水素、酸素、
窒素、硫黄）から作られる数十兆種類のアミノ酸構
造を計算してデータベースにし、地球上の環境で安
定に存在する候補を約 2000に絞り込んだ。この中か
らランダムに 20種類を取り出すやりかたは 1億通り
もあるが、その中で、どれだけ多様なタンパク質を
作りうるかを比較すると、生命体が使っている 20種
類のアミノ酸より優れた組は 6セットしかないこと
を見いだした。しかもこの 6セットについても、生
成するためのエネルギーは生命体が使っている 20種
類よりも大きい。生命体がこれらの 20種類のアミノ
酸からできているのは、エネルギー的にも優位であ
るからで、したがって自然淘

とうた

汰の結果と考えられる。
Ilardo et al., Nature Scientific Reports 5, 9414, 2015

 5 人工細胞を創り出すことから、生命
の起源を探る
車 兪澈（特任准教授）

自己複製を行う人工細胞の生成に向けて世界中の
研究者がしのぎを削っている。その中で一つの鍵と
なるのが、人工的な細胞膜の生成である。細胞膜は
細胞内部を外界と隔てる脂質の膜で、膜タンパク質
と呼ばれる様々なタンパク質分子が埋め込まれ、膜
を通る物質の出入りをコントロールしている。

ELSIの研究者とその協力者たちは、細胞からひと
つひとつ単離した 36種類の酵素と、精製されたリ
ボソーム（アミノ酸からタンパク質を合成する）な
どからなるタンパク質合成系（PUREシステムと名
付けられている）を開発し、様々な応用研究を発展
させてきた。例えば、タンパク質を細胞の中から外
へ通す重要な膜チャネルを合成し、人工膜中に組み
込むことに成功している。これらの成果は、現実の
細胞が機能する仕組みについての理解を深めるだけ
でなく、医薬分野や工業分野に活用できるシステム
の構築にもつながると期待されている。

H.Marubayashi et al., Angewandte Chemie 53, 7535, 2014
Y. Kuruma & T. Ueda, Nature Protocol 10, 1328, 2015

 サテライトの活動
愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター

（Geodynamics Research Center; GRC）では、セ
ンター長の入舩徹男教授を始め約 10人がサテライ
トのメンバーとして研究を進めている。GRCで行わ
れる地球深部の研究は、東工大 ELSIでの数百万気圧
の超高圧実験とは相補的に、百万気圧以下で大きな
サンプルを扱い精度の高いデータを得ること、量子
力学の基本原理から出発する「第一原理計算」によっ
て、実験ではまだ実現できない高温高圧での物性を
明らかにすること、が特徴である。地球のマントル
には、地表付近に大量に存在する水の一部が、プレー
トの沈み込みにより含水鉱物として運ばれていく。
その限界はそれまでは深さ 1000 km程度と考えら
れていたが、GRCの研究者たちは、下部マントルに
おいて、H相と名付けられた新たな含水鉱物へと相
転移してもっと深くまで水が輸送され得ることを示
した。2015年度からは、GRCの土屋卓久教授（ELSI
の協力研究者）を代表とする科学研究費補助金・新
学術領域研究「核 –マントルの相互作用と共進化～
統合的地球深部科学の創成～」により一層の研究発
展が期待される。
ハーバード大学生命起源イニシアチブに置かれ

たサテライトでは、合成生物学の権威で 2009年の
ノーベル生理学・医学賞受賞者である Jack Szostak
教授が ELSIの主任研究者を勤め、ELSIの Albert 
Fahrenbach研究員らとともに研究を進めている。
細胞が出現する前の地球には「RNAワールド」が
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存在していたとする仮説を検証するため、酵素が存
在しない状態でも RNAが効率よく複製される条件
（DNAの複製には酵素が必要）の探査などが精力的
に勧められている。
プリンストン大学のサテライトはプリンストン

高等研究所に置かれ、宇宙物理学の権威である Piet 
Hut教授が ELSIの主任研究者を務めている。宇宙物
理学のほか、計算機科学、認知科学など広い研究領
域での活動をリードしている。

 拠点の特徴（融合と国際化）
地球の起源と生命の起源という大きな研究課題

に、惑星科学、地球科学、生命科学の研究者が協力
して取り組む研究所は世界的にも極めて珍しい。こ
のような大問題の解決には自由な発想が必要と考
え、ELSIでは縦割りの研究室は作らず、所長以下の
全員が平等の研究者として活動している。分野融合
（図 5）には研究者間のコミュニケーションが重要で
あり、施設面では、ラウンジ、アゴラというオープ
ンスペースを設けている（図 6）。

ELSIの研究者 70名のうち約 4割が外国人で、外
国人主任研究者も 7名いる。そのうち地球物理学者
の John Hernlundは副所長を務め、海外からの優

秀な研究者の呼び寄せ、国際研究集会での研究所紹
介などに力を注

そそ

いでいる。その結果、海外でも ELSI
の存在は広く知られ、研究員などの公募では 9割が
海外からの応募になっている。また宇宙物理学者の
Piet Hutはプリンストン高等研究所学際研究プログ
ラムの責任者でもあり、その経験を生かした活動に
より、米国のジョン・テンプルトン財団から、2015
年 7月から 2018年 3月の期間に対して総額 550万
ドル（約 6億 7千万円）の研究資金を獲得した。こ
の資金をもとに、ELSIがハブとなり生命の起源に関
わる世界中の研究者をつなぐネットワークの強化と
拡大を目的とする「EON（ELSI Origins Network；イー
オン）プロジェクト」を開始した。EONの予算は、
設備物品の購入ではなく、若手研究者の雇用と交流、
国際ワークショップの開催に使用される。
外国人研究者の研究環境、生活環境をできるだ

け快適なものとするため、研究者の分野ごとに担当
秘書を配置し、事務手続はワンストップサービスの
形で対応している（日本人研究者についても同じ）。
事務室には専任のライフアドバイザーを配置し、入
国や地域の諸手続の支援を行っている。外国人向け
日本語教室も毎週開催している。このような環境が
広く海外にも知られ、更に優秀な研究者を引きつけ
て、国際的な魅力ある研究所としていきたい。

（文責：櫻井 隆）　

図 6　アゴラのチョークボードの前で議論

図 5　地球科学と生命科学の融合研究の状況




