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生命はどこから
始まったのか？
地球最後の
フロンティア、
深海に挑む
１９世紀までは、深海に生き物がいるなどと

想像する人は誰もいませんでした。

しかし、２０世紀後半になって世界に知られる有人潜水調査船

「しんかい２０００」や「しんかい６５００」が深海を探査して

多くの生物がいることを突き止めたのでした。

謎と不思議にあふれ、 じつに興味深く、驚きに満ちた

生命の世界が存在する深海をさぐる。

「極限環境生物フロンティア研究システム」は、

海洋科学技術センターですすめられている

ビッグ・プロジェクトの一つです。

特集1
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極限環境生物フロンティアの体制
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大きく３つの研究テーマを掲げています。

その実施にあたっては、深海バイオベンチャーセンタ

ーを通じて民間企業とも連携を図っています。

�地殻内微生物研究領域

高圧・高温・低水分・貧栄養・低酸素といった極限環

境に適応する、人類がいまだ触れたことのない微生物の

発見をテーマにしています。

�地殻内生態系研究領域：２００２(平成１４)年度発足予定

地殻内のどこに、どんな微生物が、どれだけ生息して

いるのか。そして、どんな働きをしているのか、の解明

を進めます。

�深海微生物研究領域

深海環境フロンティアで取り組んできた深海微生物研

究を引き継いでいます。

これらの研究から、生命の起源や極限環境への適応の

解明と、新しい微生物を発見してそのゲノム解析を通し

て新バイオテクノロジーの開発に役立てます。
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このプロジェクトの前身にあたる「深海環

境フロンティア」では、「しんかい２０００」、「し

んかい６５００」や「かいこう」などの深海潜水調

査船を十分に活用して、深海に棲む微生物の

興味深い性質について研究をしてきました。

この成果がステップとなり、２００１年4月、「極

限環境生物フロンティア研究システム」が発

足しています。研究システムの全体責任者に

は、好アルカリ性微生物の研究とその応用な

ど極限生物研究の第一人者である掘越弘毅

(こうき)元深海環境フロンティア長が就任し

ました。

そして現在、微生物を取り巻く物理化学の

環境を研究対象に加え、環境と微生物の観点

から適応機構の解明を進めています。微生物

のゲノム解析を行って極限環境に適応する遺

伝子を研究し、その成果をもとに有用微生物

の開発にも取り組んでいます。

さまざまな探索、研究などを通じて地殻内の深くにも

多くの微生物が生息することが知られてきました。原核

生物(核を持たない生物＝バクテリアと異常な環境で生

きる核を持たない古細菌の総称)の８０％以上が地殻内に

存在するという推定もあります。こうしたことから、地

殻内微生物は生命の起源と進化、地球上の物質循環、環

境問題、石油やメタンハイドレートなどの資源にも大き

暗く冷たい未知の世界から
生命の躍動感に満ちた、いきいきとした世界へ
深海 …解明されるほどに驚きが喜びにかわっていく

極限環境生物フロンティア研究システムの概要・背景・研究内容・研究体制

【概要】

「深海環境フロンティア」から
「極限環境生物フロンティア
研究システム」へ

【背景】

国際共同研究プロジェクトで進める地殻内微生物の探索　その日本の拠点として

【研究内容・研究体制】

生命の起源の解明と新しいバイオテクノロジーの開発に役立つために

極限環境生物フロンティア研究システムの研究概要

深海バイオベンチャーセンター

く関わっていると考えられます。

深海地球ドリリング計画を国際共同研究プロジェクト

として推進中の極限環境生物フロンティア研究システム

は海洋科学技術センターにとって重要な課題の一つ、地

下生物圏プロジェクトの日本における拠点ともなりま

す。

特集１ 生命はどこから始まったのか？　地球最後のフロンティア、深海に挑む

地殻内微生物研究領域 地殻内生態系研究領域

深海微生物研究領域

地殻内の高圧高温環境、低温・低酸素のメタン
ハイドレート等の異常環境に棲息する新規微生
物を発見する。

地殻内の生態系の種類、構成、分布と、生物
進化、環境変動、海底資源等との関係を解明。

海底下のマグマ
の近傍では水が
気体で液体でも
ない超臨界状態
と予想される。
その周辺での新
規微生物又は生
体分子を探索。

進化系統樹の根元には好熱菌（太線部
分）が多く、共通の祖先は好熱菌である
可能性が大きい。地殻内に眠る太古の
微生物から共通祖先の発見が期待され
る。

圧力など環境変化の検知メカニズム、
代謝・適応メカニズムの解明、ゲノ
ム解析（全塩基配列の全解読）によ
る有用機能の発見。
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陸地の地下にある生物圏へのアプローチから、地殻内

微生物圏の姿が少しずつ見えてきています。

地熱発電所の地下にある熱水たまりの熱水と、金鉱脈

熱水環境のコア、熱水を用いた地下の高温環境における

微生物の多様性解析を行いました。その結果、大分県・

八丁原地熱発電所の地下約１,５００mにある３００℃超の熱

水たまりに、特異な超好熱菌だけからなる地殻内超好熱

微生物圏の存在が明らかになりました。その一部の微生

物の分離培養にも成功し、地表面の微生物とは大きく異

なる性質を持った地殻内微生物であることがわかってい

ます。

鹿児島県の菱刈金鉱脈熱水たまりでは、地下約３００m

より深い地点に７０～１００℃の熱水があり、そこにも微生

物がいることが確認されています。これは、堆積層に封

じ込められた白亜紀の微生物群集や有機物の影響を受け

る、複雑な地殻内微生物圏であることが判明しつつあり

ます。

地殻の中には、莫大な量の微生物の存在が予想されま

す。玄武岩と地下水の相互作用によって生成される水素

と二酸化炭素を唯一のエネルギー源とする「地下岩石帯

独立栄養微生物生態系」の存在が指摘されたのは、近年の

研究成果の一つ。太陽光に依存しない生態系があること

自体、驚きです。

この仮説から、岩石と水の相互作用によって生じる地

球化学エネルギーに依存する微生物、「火成岩を食べる微

生物」がいるという可能性がふくらんできます。つまり、

地殻内の超高温環境に「 超好熱性熱水孔下岩石帯微生物

生態系」が形成されているのでは、という考え方です。

●生物大量絶滅期堆積層が教えてくれること

過去４０数億年に及ぶ生命誕生から、現在までの壮大

な歴史が刻み込まれた地殻内からは、じつに多くのこと

がわかってきます。古代の岩石を収集し、古代の微生物

およびその遺伝子を復元することで過去の生態系をさぐ

ります。そこから、過去の微生物活動と地球環境との関

海ではどうでしょうか。

いくつかの研究から深海底の熱水孔付近に広がる環境

地球深部探査船は石油

開発で実績のある「ライ

ザー掘削システム」を搭

載し、水深約４,０００mの

深海域で稼働し、海底下

７,０００mを掘り抜く能力

を備えた最新鋭の科学掘

削船です。従来の方法で

は困難だった地層の掘削

を可能にし、コアの採

取・掘削孔を用いたさま

ざまな計測を行います。

3月から5月にかけて

各地の科学館・博物館な

どで模型やパネルなどを

展示し、みなさんに紹介

するとともに船名募集も

行いました。
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世界の主要国が参加する「国際深海掘削計画(ＯＤＰ)」

は、海底で起こるプレートの活動や過去の地球環境変動

などを立証しています。しかし、４６億年にわたって繰り

返されてきた地球の変動＝隕石衝突・地震・火山噴火・

津波・異常気候の発生といった大自然の現象の解明に向

けた動きがここ数年、活発になっています。

深海地球ドリリング計画「ＯＤ２１」は、深海底の堆積物

の中に残されているダイナミックな活動の克明な痕跡を

さぐることによって、４６億年にわたる地球の歴史をさぐ

ります。ライザー掘削船の開発・建造と国際科学研究体

制の実現をめざす、日本が主導する国際科学プロジェク

トの一つです。

科学的な掘削により地球の深部から得られるコア(堆

積物や岩石などの柱状試料)には、過去の気候変動や生

物の活動、地殻変動の経緯を如実に物語る痕跡が記録さ

れています。では、なぜ、掘削を陸地でなく深海底で行

うのでしょうか？

理由には次のようなことが挙げられます。

●浸食作用の影響をほとんど受けない堆積層の中に、地

球の過去の経緯を示す物的証拠が残っているから

●地殻が薄く、大地を動かす原動力となる「マントル」

水と生命の星・地球
46億年にわたる、その知られざる環境変動の
歴史をさぐる

３００℃を超える熱水の中で生存可能な微生物がいる
深海地球ドリリング計画ＯＤ21[Ｏcean Ｄrilling in the 21th Ｃentury] 地殻内微生物研究領域

水素と二酸化炭素のもとで生存する微生物生態系
地殻内生態系研究グループ

歴史をひもとくヒントを、なぜ深海底に求めるのか？

ライザー掘削システム
を搭載した
地球深部探査船

生命の生育限界をはるかに超える微生物の存在

長さ：210m
高さ：116m
幅：38m
乗組員数：150名　
総トン数：約60,000トン

地球深部探査船データ

に最も近いから

●巨大地震の発生源が海

であり、地殻変動を直

接、観測できるから

●生命発生の根元的な環

境が残っており、海底資

源も眠っているから

わりを通じて生命の起源や進化、生物大絶滅の謎、地球

環境変動を研究する「地殻内地球微生物学」が展開されて

いきます。

地球上から酸素が消滅したのが大量絶滅の原因では？

と推測される生物大絶滅期の堆積層から得た微生物遺伝

子の解析結果から、さて、何が見えてくるのでしょうか。

にも微生物生態系が存在すると示唆されています。極限

環境生物フロンティア研究システムでは「熱水孔から噴

き出る熱水が熱水孔下微生物圏の微生物を海底に運んで

いる」という想定でチムニー( 煙突状の穴)内の微生物群

の解析を行っています。

その結果、深海底熱水孔環境に見られる超好熱菌の多

くが、熱水孔下微生物圏に由来することが明らかになり

ました。また、さまざまな熱水孔下の環境に適応した微

生物の棲み分けが行われている可能性もあります。

こうした研究から、３００℃を超える熱水中でも生存で

きる、生命の生育限界をはるかに超える生命体がいる可

能性がわかってきています。

特集１ 生命はどこから始まったのか？　地球最後のフロンティア、深海に挑む

地球構成図

黒色頁岩層

熱水孔下微生物
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高圧環境下での生物

の適応機構の研究で

は、酵母菌をモデルに

環境圧力により細胞内

のｐＨを変化させて細

胞を危機状態から回復

する圧力適応のメカニ

ズムを世界で初めて解

明することに成功して

います。この成果をも

とに、生物の圧力応答

を記述する新しい分野

「圧力生理学」の提唱

につなげました。

圧力をかけると細胞

8

深海の熱水噴出孔や海底火山の近くには「超臨界水」が

あると考えられています。「超臨界水」とは、臨界点 (３７４

℃・２２１気圧)を超える高温・高圧下で、気体と液体の区別

がなくなった水です。最大の特徴は各種の有機物を溶か

す性質であること。もし深海に「超臨界水」があるとすれ

ば、周囲の生物学的現象に大きな影響を与えるでしょう。

超臨界領域の温度まで上げた顕微鏡の下で観察する

と、深海酵母は２６０℃、２５３気圧下で外殻細胞壁が溶けは

じめ、２７０℃でほぼ消失しました。結晶性のセルロースの

粉末は約３５０℃で、カニやエビの殻の成分であるキチン

代謝・適応機能の研究では主に次のテーマにそって行

っています。

１）好圧性・好熱性微生物の単離と分子生物学的研究

２）高圧環境での生物の適応機能の研究＝「圧力生理学」

の提唱

３）地殻内微生物の探索と生命の起源に関する研究

なぜ高圧下でなければ生育しないのか？　なぜ高温下

でなければ生育しないのか？　

６００気圧で生育可能な耐圧性細菌や、圧力が高いほど

よく増殖する好圧・好熱性細菌が発見されるなどして、

耐圧性・好圧性微生物の生態はかなり解明されてきてい

ます。極限環境生物フロンティア研究システムでは、分

子生物学的な手法を用いて高圧下でのみ発現する遺伝子

群や、好圧性微生物だけが持つ特殊な遺伝子を発見し、

その発現調節に関する研究が進んでいます。

生物の持つすべての遺伝子の働きを明らかにして、生

命の全体像を理解するゲノム生物学が、世界的な潮流と

なっています。極限環境生物フロンティア研究システム

では、学術的にも工業的な面からも興味深い素材をもと

に研究を進めています。

好アルカリ性細菌 Ｂac i l l u s ,h a l o d u r a n s,

Ｃ -１２５株をもとにゲノム解析を開始。この菌株の持つ

すべての遺伝子、ゲノム構造を明らかにするため全塩基

配列の決定を行って、その解析を終了しました。

深海微生物研究領域（旧深海環境フロンティア）の主な研究ターゲット

私たちの想像を超えた生命現象に迫る

深海微生物研究領域

【深海環境応答研究】

「超臨界水」環境で
生物はどんな現象を見せるのか

【代謝・適応機能の研究】

成果をもとに「圧力生理学」の提唱へ

水の圧力と温度の関係図

シロウリガイから遊走する外套膜細胞

超臨界水試験用顕微鏡

沖縄トラフより発見された新種の超好熱
性細菌、Pyrococcushorikoshii

好アルカリ性細菌Bacillus halodur
ans C -１２５株の染色体物理地図

好アルカリ性細菌Bacillus halodur
ans C -１２５株の染色体複製起点領域の遺伝
子構造と他の細菌との比較

深海底熱水孔環境に存在する
未知の始原的超好熱菌の統計的位置

内でまず何が起きるのか？　生物は圧力変化をどう認識

し、応答するのか？

【ゲノム解析研究】

深海生物から他の生物へ
ゲノム解析の成果を応用して

圧力効果は、何

を指標にして論ず

ればいいのか？

こうした基本的な

問いかけに答える

学問として発展し

ています。

この菌株の全塩基配列に基づいた生物情報の研究は、

微生物の進化や生命の成り立ちに関する興味深い知識・

見識を示します。その延長として有用物質生産などの応

用へとひろがりを見せていきます。また、この研究で得

られたゲノム解析技術と知見を、深海生物や他の生物の

ゲノム解析研究にも展開していく動きが活発になってい

ます。

特殊顕微鏡でみた
「超臨界水」のゆらぎ

は、超臨界領域になって初めて溶解しまし

た。こうしたものが溶けた結果、周囲の生物

環境に与える影響をさぐるのが第１の研究

テーマ。第2は、多細胞生物の研究です。

高圧下、深海と同じ状況をつくりだせる

研究設備を用いて、高い圧力が細胞に与え

る影響をさぐります。圧力の変化にあわせ

て、細胞の中ではどんな変化が起きている

のか？　が解明されていくにつれて、これ

まで明らかになっていない他の深海生物の

解明が進むと期待されます。

特集１ 生命はどこから始まったのか？　地球最後のフロンティア、深海に挑む
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極限環境生物フロンティアが深海環境フロンティアと

呼ばれていた当時、好アルカリ性細菌の一種であるＢ

acillus halodur ansの全ゲノム、４２５万塩基の塩基

配列をわずか１年3か月あまり(１９９８年5月～１９９９年

7月)という世界最速で決定しています。ホールゲノム

ショットガン配列決定法を用いた４００万塩基以上の微生

物ゲノムの配列決定は、それまでほとんど例がありませ

んでした。スピーディーにゲノム解析を行うにあたって

開発した遺伝子解析総合システム“ＧＡＭＢＬＥＲ”〔Ｇ

enome ＡsseＭＢＬy and gＥnome information

Ｒesearch system 〕が貢献したことも付け加えま

す。

この塩基配列から得られた膨大な量のデータは、その

後、各分野の専門家の考察・分析と応用により、私たち

に役立つアイデアへとひろがっていくことでしょう。

●ホールゲノムショットガン配列決定法

４２５万塩基の全ゲノムを１,０００～２,０００塩基の長さに

断片化して、その塩基配列をつなぎあわせていく方法。

１０人足らずの研究員で対応したにもかかわらず、世界

最速での配列決定を可能にした要因は、この方法を採用

したことにもあります。現在はコンピュータサイエンス

海洋科学技術センター・極限環境生物フロンティア研

究システムは、マリアナ海溝でのサンプル採取、微生物

の分析やゲノム解析、深海底地殻内微生物研究などの成

果をふまえて、将来は生命の解明へとその研究領域をひ

ろげていく計画です。

海底地殻内の環境が、地球外、例えば火星の環境と類

似している点が多いことに着目したのがその理由です。

海底の地殻内に微生物が棲んでいれば、それはそのま

の応用、測定機器やシステムの充実でさらにスピードア

ップを図っています。
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私たち地上に生きる生物から見て、驚きに満ちた生

態・特徴を有している深海微生物。そのゲノム情報の産

業利用を図る目的で設立されたのが「深海バイオベンチ

ャーセンター」です。

多数の有用酵素を生産する好アルカリ性細菌

Ｂacillus halodur ans Ｃ-１２５株のゲノム解析に注

いだノウハウ、ハードを生かして左の図のような事業を

行います。

深海はとても高圧な環境です。

１０mごとに１気圧高くなるため、１１,０００mにもなる

マリアナ海溝の最深部付近では１,１００気圧近くにもなり

ます。地上に生きる私たちから考えれば「生物がこうし

た高圧下で生息できるのか？」と、誰もが疑問を抱かず

にはいられません。

しかし、マリアナ海溝チャレンジャー海淵の底から発

見された細菌は５００気圧以下では生育できず、８００気圧

以上の圧力を好むのです。１,０００気圧前後の高圧環境で

良好に生育する超絶対性好圧菌の存在も認められていま

す。

世界最深部の海底という極限環境においても、生息す

る微生物は多様性に富んでいます。

微生物たちは、私たちの来訪を、はるか昔から待ち望

んでいるのかもしれません。

また深海バイオベンチャーセンターでは、次のような

研究設備も整備しています。

1 塩基配列決定システム

2 遺伝子機能解析システム

3 生体情報管理システム

4 細胞試料増殖・保存分析システム

5 有用微生物スクリーニングシステム

ゲノム解析に注いだノウハウ・ハードを生かして

深海バイオベンチャーセンター

深海底に生息する好圧性細菌

５００気圧以下では生育できない？
深海底に生息する好圧性細菌

工業的に有用な微生物ゲノムの全塩基配列の決定

世界最速で全ゲノムの塩基配列を決定*
*1998年当時

ま、地球外における生命の可能性につながると考えられ

ます。

また、地殻内の微生物の本質を解き明かすことで地球

外生命の可能性が示唆され、「生命の起源」という人類の

永遠のテーマに、大きな一歩をしるすことになるだろう

と考えられるからです。

深海の極限環境微生物の研究は、ロマンをふくらませ

ながら進んでいきます。

深海環境フロンティア研究　第2期への移行

極限環境微生物の探索から始まって、生命の起源という大きなテーマへ

チムニー（中部マリアナ海溝、水深３,６０２m） シロウリガイ（日本海溝、水深６,４００m） マリアナ海溝の海底泥から採取した微生物 石油分解細菌

 

深海バイオベンチャーセンター活動予定図

好圧性細菌が発見された日本近海地点

遺伝子解析総合システム「ＧＡＭＢＬＥＲ」概念図

特集１ 生命はどこから始まったのか？　地球最後のフロンティア、深海に挑む


