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研究成果の概要（和文）：　宇宙で生成された生命素材物質が、恒星・惑星形成領域において彗星や隕石に取り
込まれて惑星に運搬されたという地球外運搬説の検証を試みた。このために、各種生命素材物質の正確なスペク
トル線周波数測定に成功した。これらの情報を活用し、ALMA望遠鏡により星惑星系形成領域にグリシンが存在す
る兆候を得ることができた。星間グリシンの存在が確実であることを示すまでには至らなかったが、今後確定さ
せるための研究を実施することにより、より地球外運搬説がより有力な考え方になると考えられる。
　地球外運搬説は、地球型系外惑星にも適用されるため、本結果をさらに発展させることが地球外生命体を調査
するために極めて重要である。

研究成果の概要（英文）：We aimed in verifying the "exogenous delivery" hypothesis -- prebiotic 
organics that formed in star and planet forming regions were incorporated into comets and/or 
meteorites, then delivered to primitive planets including the Earth. Towards this goal, in 
laboratories, we succeeded in measuring precise transition frequencies of prebiotic molecules. Then 
we observed these species by the ALMA and the 45m radio telescope, and obtained a hint of glycine, 
the simplest amino acid, in a star and planet forming region. Although this is not a secure 
detection, it would be foreseen to verify the exogenous delivery hypothesis by advancing our 
research results.

Since the exogenous delivery hypothesis can be applied to exogenous-Earths, it is essential to 
advance our research results towards investigating extraterrestrial lives in future.

研究分野： 電波天文学、アストロバイオロジー、星間化学

キーワード： アストロバイオロジー　電波天文学　分子分光　化学シミュレーション

  ２版
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１．研究開始当初の背景 
	「生命はどうやって発生したのか – 生命の
起原」は人類の根源的問いの一つと言える。 
1963 年に行われた有名なミラーの実験によ
り無機物からアミノ酸を含む有機物を生成す
ることに成功して以降、宇宙と生命との関連
が議論され始めた。最近の研究では、原始地
球上では「生命素材物質」（アミノ酸、糖、核
酸を構成する塩基およびそれらの前駆体等の
有機分子）が十分に生成されず、「生命の種」
を宇宙から持ち込むことが初期生命の発生に
とって重要である(地球外運搬説 exogenous 
delivery)との研究結果も出されている
(Ehrenfreund et al., 2002, Rep. Prog. Phys. 
65, 1427–1487)。 
 
	 地球外運搬説とは、『星・惑星生成領域中で
形成された「生命素材物質（有機物質）」が彗
星，隕石，惑星間塵などに取り込まれた後に
原始地球（惑星）に到達して生命の種となり、
その後の化学進化によってさらに複雑化した
結果生物が生まれた』という仮説である。
Stardust ミッションにより Wild2 彗星から
採取された粒子中に最も簡単なアミノ酸であ
るグリシンが検出されたと報告されたことは、
原始惑星系形成雲に「生命の種」が既に含ま
れていた可能性を示唆する。 
 
	 では、星・惑星生成領域中において、どのよ
うな生命素材物質が形成されるのだろうか？
1970 年代から世界の天文学者はアミノ酸や
核酸前駆体を検出しようしたが、いずれも成
功に至らなかった。 
 
	 我々は、生命の種が宇宙由来なのか否かと
いう問いに答えるために前駆体に着目した戦
略的研究を進めてきた。アミノ酸、核酸塩基
などは大きな有機分子であるためにその電波
強度が弱く直接観測は困難である。一方、そ
の前駆体物質は分子量がより小さいこと、ま
た、より存在量が多いと考えられるために相
対的に観測が容易であることが期待できる。
即ち、前駆体が豊富な天体を見出すことが、
アミノ酸や核酸塩基を検出するための重要な
必要条件と考えられる。 
 
	 国立天文台野辺山での観測の結果、2014年
に、最も単純なアミノ酸であるグリシン
(NH2CH2COOH)の前駆体であるメチルアミ
ン (CH3NH2)が銀河系内で最も豊富に存在す
る天体を見出すことに成功した (Ohishi et 
al., 2017, in revision)。星間塵上でメチルアミ
ンは塵に豊富に存在する CO2と反応すること
によりグリシンになるため、我々が見出した
天体をチリにある ALMA 望遠鏡により観測
することで世界初のグリシン検出が期待でき
るようになった。 
 
	 アミノ酸や核酸塩基前駆体を宇宙で探査す
るために必要となる正確な遷移周波数は分光

実験によって測定可能である。また、化学モ
デルの発展により、どのような物理環境下で
どれだけの有機物質が存在できるかの予測を
することが可能になってきた。 
 
２．研究の目的 
	 最近有力になってきた地球外物質運搬説が
本当に生命誕生に必須である有機物質生成を
説明し得るかを検証するためは、星・惑星形
成現場でどのような生命素材物質がどれだけ
存在するのかを明らかにすることがカギとな
る。そのため我々は、独自の周波数測定に基
づいて様々な星・惑星形成領域におけるアミ
ノ酸や核酸塩基の各種前駆体探査により、こ
れらの「生命素材物質」の存在量（不検出も含
む）を明らかにする。さらにその結果を化学
反応シミュレーションと比較することにより、
星・惑星形成領域におけるこれらの生命素材
物質の生成過程の解明や存在条件を明らかに
する。 
 
３．研究の方法 
	 本研究では、理論、分光、観測チームが連
携・役割分担し、以下を明らかにする。 
 
l 理論チーム：氷マントル反応の取り込み

による生命素材物質生成過程の解明  
 

	 星間塵表面反応は従来、星間塵温度が 10-
20K 程度で比較的小さい分子や原子を扱った
ものが主であった。しかしさらに複雑な大型
有機分子種の発見により、温度が 30K程度の
暖かな星間塵上での比較的大きなラジカル同
士の反応を扱ったネットワークが近年構築さ
れるようになった。一方で、模擬星間氷マン
トル試料に紫外線を照射した室内実験では、
氷マントル内での反応により、星間塵表面反
応より効率的に複雑な有機分子が生成するこ
とが確認されている。また、高温下(温度が
100K-200K 程度)での室内実験では、氷/有機
物マントル内での非ラジカル同士の反応によ
る有機分子生成も確認されている。本研究で
は、従来の星間塵表面反応ネットワークにこ
れらの氷マントル反応を取り入れ、星・惑星
形成領域における生命素材物質の生成過程の
解明を目指す。 
 
l 分光チーム：生命素材物質のうち各種前

駆体分子の遷移周波数の決定 
 

	 前駆体を星・惑星形成領域で観測するため
には、正確な遷移周波数が必須である。しか
し、上記メチルアミンとは別のグリシン前駆
体であるヒダントイン(C3H4N2O2)などにつ
いては遷移周波数測定が十分ではない。また
ウラシル、チミン、シトシンの共通前駆体で
あるピリミジン  (C4H4N2) についても
300GHz 以下でしか周波数測定がない。そこ
で、既存の分光器を改良し、これらの前駆体
の遷移周波数を 1.5THz 近辺まで測定する。



正確に決まった遷移周波数データは、富山大
のデータベースである Toyama Microwave 
ATLASに登録して世界に公開する。 
 
l 観測チーム：電波望遠鏡による各種前駆

体の高感度観測 
 

	 理論チームが得た知見や文献や分光チーム
による遷移周波数に基づき、野辺山 45m望遠
鏡やアルマ望遠鏡などによる、(1)我々が見出
したメチルアミンが銀河系内で最も豊富な天
体でのグリシン検出に向けた観測、(2)アミノ
酸前駆体や核酸塩基前駆体の多様な天体（大
質量星～小質量星形成領域、及び、彗星）での
高感度観測を実施する。 
 
l 全体：星惑星形成領域における生命素材

物質生成の立証とその生成過程の理解 
 

	 上記研究の結果を総合し、星・惑星形成領
域において生命素材物質が生成され得ること
を立証すると共にその生成過程や存在条件を
明らかにし、地球外運搬説の妥当性を検証す
る。 
	
４．研究成果	

(1)	各種生命素材物質の遷移周波数測定	

図 1.	 ヒダントインの測定スペクトル例
(Ozeki et al., 2017)	
	
	 星・惑星系における生命素材物質の存在や
その量を知るためには正確な遷移周波数情報
の決定が必須であるため、ミリ波からサブミ
リ波帯における分光測定器を整備すると共に、
日本で発のチャープパルス−フーリエ変換型
マイクロ波分光計を開発し、これらを用いた
分光スペクトル測定を実施した。	
	
	 その結果、グリシン(NH2CH2COOH)の前
駆体の一つと言われているヒダントイン
(C3H4N2O2)の遷移周波数を 90-370 GHz帯で
総計 161本測定し、その分子定数を求めるこ
とができた（図 1; Ozeki et al., 2017）。また、
ヒダントインと同じ五員環であるイソオキサ
ゾールやオキサゾール(両者は異性体の関係
にあり分子式はいずれも C3H3NO)	 の遷移周
波数を初めて測定することに成功した(小林、
堀之内	 2016)。さらに、ウラシル、チミン、

シトシンの共通前駆体であるピリミジン 
(C4H4N2) についても、遷移周波数の予測に基
づき、ミリ波帯における周波数測定に成功し
た。このことによりこれまで困難であった星・
惑星形成領域における各種生命素材物質の電
波探査が初めて可能となった。 
	
	 これらに加え、アミノ基を持つアミノメタ
ノール(NH2CH2OH)、NH2ラジカルの重水素
置換体(NHD)、ギ酸メチル(HCOO13CH3)の第
2 振動励起状態、メチルメルカプタンのメチ
ル基の水素が全て重水素に置換された
CD3SH などの遷移周波数測定に初めて成功
した。 
 
	 これらの測定周波数は、データの整備が済
んだものから順次、 Toyama Microwave 
ATLASに登録して世界に公開した。	
	
(2)生命素材物質の星・惑星形成領域における

電波探査観測 
 
	 本研究によって初めて可能となったものを
含め各種生命素材物質の星・惑星系生成領域
における電波探査を実施した。以下に物質毎
に得られた知見を述べる。	
	
・メチレンイミン(CH2NH)の生成過程の解明	
	 グリシン前駆体の一つと考えられるメチレ
ンイミンの生成過程に関する詳細な検討を行
った。これまで言われていた星間塵表面反応
では CH2NH はメチルアミン (CH3NH2)	 にな
ってしまうこと、従って、星間分子雲で観測
されるメチレンイミンは気相反応によって生
成されることを明らかにできた	(Suzuki et al., 
2016)。これは、グリシン前駆体であるメチル
アミンが青酸（HCN）	への水素付加反応など、
ほぼすべての星間分子雲で起こりえる機構に
より生成されることを意味し、宇宙のアミノ
酸が広範囲に存在し得ることを示唆する。	
	
・ALMAによる星間グリシン探査	
	 高密度星間分子雲中の星・惑星系形成領域
にアミノ酸が存在するかどうかは、生命の種
が宇宙由来なのか否かを理解する上でのカギ
となる情報である。このため 1970年代から最
も 簡 単 な ア ミ ノ 酸 で あ る グ リ シ ン
(NH2CH2COOH)の探索が行われているもの
の未だに見つかっていない。	
	
	 今回我々は、グリシン前駆体と考えられる
メチルアミン(CH3NH2)が銀河系内で最も豊
富に存在する天体であるG10.47+0.03を発見
した。そして、チリ・アタカマ高原にある
ALMA 電波望遠鏡による G10.47+0.03 での
グリシン観測を提案し、採択され、2017年 1
月から 4 月にかけて観測を実施した。観測周
波数帯域は、130 ~ 160GHzのうちの 4つの
領域で、角度分解能は 2 秒、周波数分解能は
488kHz、ノイズレベルは 32mK である。取



得された高感度データには、予想以上に多数
の分子線ピークが見られた。そのピークの中
にはグリシンの遷移周波数に一致するものも
見られた（図 2）。 

図 2．ALMAを用いた G10.47+0.03における
グリシン探査観測データの例。グリシンの
J(Ka,Kc)=26(1,26)-25(0,25)など 4 本による
遷移周波数と一致するピークである。 
 
	 図 2 のピーク強度は、その周囲に存在する
ピークに較べて遙かに弱いものの、これは明
白なピークと言える。このピークが最も強い
位置は、G10.47+0.03 の中心であり、この天
体内で生まれつつある原始星からの紫外線が
入り込める領域と一致し、想定しているグリ
シン生成過程と矛盾しない。 
 
	 同様のピークがグリシンの他の遷移周波数
でも複数（最近の基準では最低約 10本が望ま
しいとされる）見つかればグリシンの検出と
言える。そこで ALMAによる観測データの他
の周波数帯域を分析してみた。しかしながら、
グリシンの他の遷移周波数は、予想以上に多
数存在する他分子線ピークにより覆われてい
ることが明らかとなり、今回の観測データに
基づく限り、世界初の星間グリシン検出と言
うことはまだできないことが分かった。 
	
・星間ヒダントイン、ピリミジン、イソオキサ

ゾール探査	

	 本研究によって初めてヒダントインの遷移
周波数を決定できたため、我々が既に観測を
実施して収集したデータにヒダントインが存
在するかどうか調べてみた。同様にイソオキ
サゾールについても調べてみた。残念ながら、
これら 2 つの生命素材物質の存在を示唆する
ピークを見出すことはできなかった。	
	
	 同様に、核酸塩基であるウラシル、チミン、
シトシンの共通前駆体であるピリミジン 
(C4H4N2) について、我々が観測済みのデータ
内に対応するピークがあるかどうかを調べた。
ピリミジンの検出には至らなかったが、その
柱密度の上限値として従来報告されていた値
より約 1桁低い (~1013 cm-2) 大変厳しい値を
得ることができた。将来、化学モデルによる
ピリミジンの考察において、この上限値と矛
盾しないように生成過程を制約することとな
った。	
	
	

(3)	原始惑星系円盤内における有機物質生成

に関する理論的研究	

	
	 原始惑星系円盤内において塵表面反応によ
り複雑な有機分子が生成される。そのなかで
もメタノール (CH3OH)	 は表面反応によって
さらに複雑な分子を生成する素となる分子と
考えられている。我々は、塵表面から気相に
光脱離したメタノールの観測可能性を予測し、
実際に ALMA を用いて、TW Tyaに付随する
円盤からのメタノールを初検出した	 (Walsh 
et al., 2016)。図 3 に示すように、観測された
メタノールは円盤外縁の低温領域に存在し、
また、観測されたメタノールと水の比が彗星
のものと一致することから、塵表面で生成さ
れたメタノールが光脱離したものであると考
えられる。	

図 3．ALMA を用い TW Hya で検出したメタ
ノールの channel map (Walsh et al., 2016)。	
	
	 また一方で、塵表面反応や氷マントル反応
の実験的研究を行っているエクス・マルセイ
ユ大学の Theule氏とともに、非ラジカル同士
の反応による有機分子生成の実験に基づく、
化学反応ネットワークの構築に取り組んだ。
その結果、原始惑星系円盤内における星間塵
表面反応および氷マントル反応による有機分
子生成を調べるための化学反応ネットワーク
を完成させた。氷蒸発領域において氷の結晶
化に伴い氷マントル反応が促進され、
NH2COOH などや NH4 + HCOO-などの塩が効
率よく生成されることを示した。一方で、円
盤内の高温領域において炭素ダストが破壊さ
れ、有機分子の素となる炭素が円盤内に供給
された際の分子組成への影響を調べ、炭素の
多くは炭素鎖分子の形で塵表面に凍結する可
能 性 が 示 唆 さ れ た 	 (Nomura et al., in 
preparation)。	
	



(4)	国際研究会	Astrobiology 2017	の開催	
	 本研究成果を含め世界の最新の関連研究成
果を発表し、研究者間の人的交流を促進する
ため、国際研究会	Astrobiology 2017	を国際天
文学連合と共同で、2017年 11月 27日から 12
月 1日の間、チリ・コヤイケ市にて開催した。
研究会には、世界 27ヶ国から約 200名の研究
者が集い、多くの研究発表が行われた。日本
からも、本科研費メンバーを含めて 10名が参
加した。全体で 200名の参加者のうち約 1/3は
若手研究者であったため、本研究会を開催す
ることが若手のさらなる活躍の場を与えるこ
とに繋がった。	
	

	
(5)	まとめと今後の展望	
	 本研究では、宇宙で生成された生命素材物
質が、恒星・惑星形成領域において彗星や隕
石に取り込まれて惑星に運搬されたという地
球外運搬説の検証を試みた。この目的を果た
すために、各種生命素材物質の正確なスペク
トル線周波数測定に成功した。これらの情報
を活用し、ALMA望遠鏡により星惑星系形成
領域にグリシンが存在する兆候を得ることが
できた。	
	
	 研究期間中には、欧州宇宙機関が打ち上げ
た ROSETTA ミッションによりチュルモフ・
ゲラシメンコ彗星におけるその場分析を通し
て彗星にアミノ酸であるグリシンが存在する
ことが確定した。本研究では星間グリシンの
存在が確実であることを示すまでには至らな
かったが、今後確定させるための研究を実施
することにより、上記 ROSETTA ミッション
の結果と総合することにより地球外運搬説が
より有力な考え方になると考えられる。	
	
	 地球外運搬説は、当然、系外惑星系にも適
用されるため、本研究の結果をさらに発展さ
せることが地球外生命体の存在を調査するた
めに極めて重要である。	
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