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ダ カ (Japanese killifish, Oryzias latipes）（Egami, 
1973) などの小型魚類が基礎生物学のみにとどまらず
応用実験医学に与えた影響は大きい。胚の観察や実験操
作が容易なニワトリやカエルの特徴と遺伝学的操作が容易
なマウスの長所をあわせもつ脊椎動物として小型魚類、特
にゼブラフィッシュは、世界的に発生学と発生生物学の研究
分野において実験動物としてきわめて重要な地位をしめるよ
う に な っ た (Haffter and Nusslein-Volhard, 1996) 
(Eisen, 1996) (Kimmel, 1989) (Fishman, 1999) 
(Fishman et al., 1997) (Talbot and Hopkins, 2000) 
(Detrich et al., 1999)．それに伴い、８）遺伝子導入や
改変などの遺伝子工学技術の蓄積（大規模突然変異の導
入とスクリーニング、cDNAやmRNAの微量注入による
過剰発現やモルフォリノ･アンチセンスオリゴ導入によ
る遺伝子のノックダウン（遺伝子発現抑制）等）９）遺
伝子情報の蓄積（イギリスMRCのSanger Centerによる
ゼブラフィッシュ全ゲノム塩基配列解析の完成）が進行
し、実験室での魚類を用いた老化の遺伝子レベルでの詳
細な研究が可能になりつつある．10）小型魚類（グッ
ピー： Poecilia reticulata やキリーフィッシュ： Not-
hobranchius guentheri, Nothobranchius furzeri）の老
化に伴う各臓器の機能的変化、組織学的変化 
(Woodhead, 1984) (Markofsky and Milstoc, 1979) の
研究に引き続き、ゼブラフィッシュでは老化に伴う表現
形質と寿命 (Gerhard et al., 2002)、各種の細胞老化
マーカーや酸化タンパク質 (Kishi et al., 2003) (Tsai 
et al., 2007) 、ヒートショックタンパク質の変化 
(Murtha and Keller, 2003)、行動と記憶の変化 (Yu 
et al., 2006) (Zhdanova et al., 2008) がすでに報告さ

１．実験室での小型魚類を用いた老化研究
　老化の研究には無脊椎動物とげっ歯類が実験動物とし
て中心的な役割を演じてきたが、近年、小型魚類を実験
モデル動物として用いた老化研究の数が徐々に増加しつ
つある．このことは、魚類が本来持つ老化の実験『脊椎』
動物としての優れた特性とともに、研究技術の進歩に伴
う時代背景も影響していると言えるであろう。Wood-
head (Woodhead, 1978) は、魚類が老化研究に適して
いる理由として,１）１回の交配でたくさんの同世代の子
孫を得られること,２）変温動物であることから、外部環
境の変化に容易に反応しうること,３）哺乳類に比べ、比
較的寿命の短い種が存在することを挙げている。さらに
Patnaikら (Patnaik et al., 1994) は、４）多数の個体
を生涯飼育する際のコストが哺乳類に比して圧倒的に少
なくてすむこと,５）水温調節や食事制限による成長速度
や老化速度の操作が容易なこと,６）魚類の野生種での年
齢特定が容易なこと,７）魚類には生涯成長を続ける種が
存在することから老化と成長の関連について特有の研究
も可能であること、を挙げている．さらに、1970年代から
発生学の分野で脊椎動物の実験動物として登場したゼブラ
フィッシュ (Danio rerio) （Streisinger et al.,1981）やメ
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要約
　発生と老化という一見対峙するかに思える現象の背後には共通の分子が似通った機能、もしく
は異なった機能をもって働いている可能性が存在する。我々は、小型の淡水魚であるゼブラフィ
シュを用いて、初期発生と老化の両過程に存在する関連制御機構を解析する研究を進め、初期胚
で起こる『老化』（“胚老化”）の表現型を指標に変異体の単離と責任遺伝子の同定を行ってきた。
それらの遺伝子の中には、加齢にともなう実際の老化と関連が既に示唆されているものも存在し
たが、多くは未だ具体的な老化現象との関連が示されていない遺伝子である。生理的老化は単一
の遺伝子変異により引き起こされるよりは、複数の遺伝子が巧みに絡み合い、外的環境との歪み
として生じると理解することもできる。本来は予期せぬ遺伝子が老化の現象と過程を担っている
こともありうる。では、複数の相互に絡み合うそのような遺伝子群を無作為かつ迅速に検出し、
同定することは脊椎動物で可能なのであろうか。 小型魚類、とりわけゼブラフィシュは、おそら
くこの事を現実的に可能なものとし、網羅的な老化関連遺伝子と低分子化合物の探索、及び表現
型の解析を同時遂行することができる唯一の実験用脊椎動物モデルに成りうるであろう。
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れ、老化研究のための基礎データが揃いつつある。また、
キリーフィッシュにおいても、その中で極端に短い寿命
の種（Nothobranchius furzeri）を用いることで、薬物
効果や温度変化の老化に与える影響を簡便に解析できる
ことが報告されている (Valenzano et al., 2006) 。さ
らに最近我々は、ゼブラフィッシュの初期発生段階にお
いても検出可能なストレス･老化バイオマーカーを用い
て変異体（ミュータント）をスクリーニングし、成魚に
おいて早期老化の形質を示す個体を単離することに成功
している (Kishi et al., 2008) (Kishi et al., 2009) 。
これは、脊椎動物モデルにおける最初の無作為な老化変
異体（“aging mutant”）の単離である。ゼブラフィシュ
での老化研究については次にもう少し詳しく触れること
とするが、ここで述べた小型魚類の実験における有用性
と最近の研究の進歩は、小型魚類を用いて今後新たな老
化研究を推進するための基盤になると言えるであろう。
フィールドワークによる魚類の老化研究と、特に小型魚
類を用いた分子遺伝学や分子生物学的手法を含む実験室
での老化研究が融合することで、更なる魚類老化研究の
進展と脊椎動物一般への応用が期待される。

２．ゼブラフィシュを用いた基礎老化研究へのアプローチ
　今日までに様々なモデル実験動物が老化研究に用いら
れてきたが、脊椎動物における進化と老化の多様性を考
える上で魚類は重要な役割を担う。魚類は脊椎動物の系
統発生と進化という点を考察する上で基礎生物学におい
てきわめて重要な位置にあり、また最近は脊椎動物共通
の遺伝学的、機能的保存性という点をふまえ医学生物学
への貢献が期待されている。とりわけゼブラフィッシュ
は近年、研究材料としてその注目度が急速に広がり、
様々な研究領域で最も研究者人口が増加しているモデル
動物と言えるであろう。比較的簡便な飼育方法と多産に
加え、透明な胚は体外発生でその過程が可視化できると
いう利点から発生生物学の実験材料として汎用され、ま
た蓄積された遺伝学的手法や近年目覚ましく進歩したゲ
ノム解析技術が駆使できるという利点から人の病気や病
体のモデル作成へと応用範囲をますます広げてきた。一
方で、ゼブラフィッシュを用いた老化に関する研究は後
進的であったがそのような中にあり我々は先駆的な役割
をはたし、老化の組織病理学的観察に加え、簡便なマー
カーとなり得る評価系を広範囲に探索してきた (Kishi, 
2004) (Kishi, 2006)。我々以外ではGerhardのグルー
プがゼブラフィッシュの寿命と老化過程における体型な
どのおおまかな生物学的変化を報告 (Gerhard et al., 
2002) (Gerhard and Cheng, 2002) (Malek et al., 
2004) し、Kellerらのグループも熱ストレスの影響につ
いて老化との関連で解析した報告 (Keller et al., 
2008) (Murtha and Keller, 2003) がある。また、眼の
老化に限れば、ヘテロ接合変異体（ホモ接合変異体は稚
魚致死）の加齢に伴う網膜の変化について記載した報告
がいくつか見受けられる (Li and Dowling, 1997) 
(Stenkamp et al., 2008) (Morris et al., 2005) 
(Stenkamp et al., 2008) (Maaswinkel et al., 2003) 

(Maaswinkel et al., 2005) 。ここでは独自の視点から
発生と老化の接点を探るため、ゼブラフィッシュでの老
化研究について著者らが中心になって進めてきた仕事の
経緯を簡単に紹介したい。
　我々はゼブラフィッシュを用いた老化研究を２００１
年の春に開始した。しかし、その頃はゼブラフィッシュ
の老化に関する情報や文献の蓄積は皆無であったため、
メダカやグッピーの情報収集や、その他の実験動物で用
いられている老化の評価基準となり得るバイオマーカー
を探索、老化関連遺伝子のデーターベース検索から取り
かかることとなった。何よりその頃はまだそもそも老化
した（と言えそうな）ゼブラフィッシュを研究者では誰
も持っていなかったため、実験材料そのものがなかった
わけである。ただ、研究者の間では、ゼブラフィッシュ
は結構長く生きそうなので老化の研究は大変だろうとい
う雰囲気があった（実際、平均寿命は約３年、最長では
５年以上生きるものも存在する）。老化の研究にはハエ
や線虫に代表される寿命の短い動物や先述したキリー
フィッシュを選ぶことが正攻法だと思われた。それでも
敢えて我々が寿命の長そうなゼブラフィッシュを老化研
究の実験材料として選んだのにはそれなりに理由があっ
た。その一つ目の理由は、趣味的にではあるが、長寿と
しても知られる淡水魚のコイに非常に興味があったから
である。そして実は、ゼブラフィッシュはコイ目コイ科
の魚（Cyprinidae）である。コイ目コイ科といえども、成
魚で５cm以下のゼブラフィッシュと時として１００cm
を超えるコイでは大きさはまるで違うし、実際に細胞の
染色体数もゼブラフィッシュは５０本であるのに対し、
コイや同じ科目のフナなど（ギンブナは染色体数が
１５０本）では１００本と倍の違いはあるが、脊椎動物
の約半数を占める魚類は当然のごとく多様性を秘めてお
り倍数体変異もめずらしくない。分子レベルで解明され
てはいない「おとぎ話」ではあるが、コイは終身成長を
続け、前述の不顕性老化 （老化しない？）を示すのでは
ないかという俗説はたいへん興味深く、実際に２００歳
を超える長寿のコイの存在が日本で記録されているようであ
る＜http://www.echigo.ne.jp/~koi/zen/hanako.htm＞、
＜http://users.vcnet.com/rrenshaw/hanako.html＞ 。
直接コイの老化研究を分子レベルで行うことは実験規模
から考えて現実的には困難を伴うため、まずは同じコイ
目コイ科に属するゼブラフィッシュはどうだろうと思い
始めたのがそもそもの研究動機である。二つ目の理由は、
より現実的で、ちょうど時期を同じくしてゼブラフィッ
シュのゲノムプロジェクトもほぼ終了したことである。
このことにより、ヒトと魚の全遺伝子配列が比較検討で
きることになり、ゼブラフィッシュを癌も含めたヒトの
様々な病気のモデル動物としてゲノムの機能的解析を含
めて役立てようという研究者も増え（老化は様々な病の
源でもある）、筆者らも本格的にゼブラフィッシュでの
老化研究に乗り出す決意をした。
　老化は完全にはプログラムされたものではないとして
も、おそらくは避けることはできない自然の摂理なので
あろう。一方で生物の初期発生段階は綿密にプログラム
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された過程であることに疑いはない。発生は建設的過程
であり、その対局にある崩壊過程が老化であることから、
発生学的なアプローチは老化研究には殆ど貢献できない
とする考えもある。果たして本当にそうなのであろうか。
我々は初期発生段階における遺伝子レベルの異変や多型
性を予備的に見極めることにより、将来的な年代的老化
過程や生物学的老化さえも部分的には予測できると考え
ている。発生段階では十分な遺伝子発現量やその機能が、
年を重ねるに連れて個体、細胞、遺伝子へのストレス損
傷の蓄積やそれに伴う生体内周辺状態の異変により、個
体の恒常性の維持に十分ではなくなることはあり得る。
個体の恒常性を保持できなくなることは 崩壊過程への
引き金となり、様々な病気の発症につながる。老化自体
は病気ではなく、独自の疾患として取り上げることはな
いとしても、老化関連疾患を予防することが健康な老化
過程を全うすることにつながることは明らかである。そ
して、もし発生過程を老化研究に役立てられるとすれば、
ゼブラフィッシュはきわめて強力な実験モデル動物とな
り得る。我々はゼブラフィッシュにおける老化の組織病
理学的観察と同時に老化のマーカー（バイオマーカー）
探索を進め (Kishi et al., 2003) (Kishi, 2006)、酸化タ
ンパク、過酸化脂質、酸化DNAの検出、テロメア長やテ
ロメレース（テロメラーゼ）活性の検出，行動科学的検
討等を行い、それらの中でも皮膚における老化関連ベー
タ・ガラクトシダーゼの検出がきわめて簡便で、加齢依
存性の有意差もあり、将来的にハイスループットな実験
汎用性があると判断した (Kishi et al., 2008)（図１）。
一方で、ゼブラフィッシュのテロメレースは終身発現し
ており (Kishi et al., 2003)、再生能力や持続成長との
関連では興味深い。我々はそのcDNAを独自にクローニ
ングし、テロメア自身の制御には直接関与しない、発生
段階にある造血細胞の分化に関わる新規機能についても
報告した (Imamura et al., 2008) 。このことは、発生、
再生と老化を結ぶテーマとしても大変面白く、重要な知

見であると考えている。しかしながら、 終身発現を続
けるテロメレースそのものは単純に老化のマーカーとし
ては適切ではないと言える。
　もちろん、老化の唯一無二のマーカーはほぼあり得な
いと考えるべきであり、研究をさらに進める上でのその
他のバイオマーカーや従来の組織病理学的解析等も必要
であることは当然であろう。また、ゼブラフィッシュに
限らず、魚類は一般的に再生能力が高く、老化に伴う創
傷治癒や再生の研究にも有用であると考えられる。我々
は、加齢と放射線照射ストレスがゼブラフィッシュの尾
ひれの再生能力を損うが、魚体の成長そのものは抑制し
ないことを示し、ゼブラフィッシュにおいて成長と老化
が同時並行で起こり得ていることを明らかにした 
(Tsai et al., 2007) 。ゼブラフィッシュには生殖老齢、
行動や認知老化も見られ、これらも放射線照射ストレス
に よ り 促 進 さ れ る (Yu et al., 2006) (Tsai et al., 
2007) 。 老化関連ベータ・ガラクトシダーゼはゼブラ
フィッシュ加齢とともに、また同じ暦年齢であれば放射
線照射ストレスを過去に与えられた個体では上昇する。
興味深いことに、成魚ではなく初期発生段階の胚におい
ても様々なストレス暴露により検出可能となる。そして
このことは、ゼブラフィッシュの老化の変異体を 胚の
段階で探索可能であることを予期させた。
　これまでの実験結果をもとに、 老化関連ベータ・ガラ
クトシダーゼを用いたゼブラフィッシュの老化の変異体
のスクリーニングを２００３年に開始し、今までに「老
化を促進する」可能性のある変異体とその責任遺伝子を
１０種類以上単離することに成功した (Kishi et al., 
2008) （図２）。個々の同定された遺伝子の特徴と紹介
は他の総説にゆずるが (Kishi et al., 2009) 、それらの
単離された遺伝子の中には、他の動物種ですでに老化と

図１　１７ヶ月齢と３１ヶ月齢のゼブラフィッシュにおける
老化関連ベータ•ガラクトシダーゼ活性を全身染色

　皮膚断面の顕微鏡写真（一番下の2つのパネル）によって、老
化したゼブラフィッシュ（３１ヶ月齢）の真皮に強い活性が
見られる。【図は (Kishi et al., 2003)からの引用】

図２　ゼブラフィッシュの変異体での初期発生の3.5日目に
おける老化関連ベータ•ガラクトシダーゼ活性の検出

　レトロウイルスの挿入変異による１１種類の遺伝子のホモ
変異体が初期発生段階において強い老化関連ベータ•ガラク
トシダーゼ活性を示すことが明らかとなった。遺伝子名と対
立遺伝子座名をそれぞれの変異体の写真と共に記した。
【図は (Kishi et al., 2008) からの引用】
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の関連が強く論議されているものも存在し、我々の『発
生段階から老化を探る』戦略の正当性（proof-of-princi-
ple)を示すことができた。脊椎動物における無作為な老
化変異体単離の試みはこれが初めてであり、ようやくこ
こに来て魚類での老化をゼブラフィッシュというモデル
を用いて分子レベルで解析を進められる時期を迎えたこ
ととなる。このことは魚類における老化研究の新たな局
面を切り拓くものであると期待される。次の段階では、
既に同定された１０種以上の遺伝子それぞれの発生と老
化における機能の詳細と遺伝子間の相互作用（epista-
sis）の重要性を見極める必要がある。単一の遺伝子だけ
ではなく、複数の遺伝子の相互作用とバランスが老化の
表現型に与える影響を明らかにすることが重要であろう。
さらには、「老化を抑制する」変異体とその責任遺伝子の
同定、もしくは、「老化を促進する」変異体から『復帰突
然変異体（revertant）』を回収し、新たな機能修飾分子
を同定することが重要な課題となるであろう。
　一方で、生物工学的にゼブラフィッシュをコイのよう
に大きくて長寿な魚に改変することは可能であろうかと
も考えている。成長と老化を制御する鍵となる分子とそ
の作用機構の解明が近い将来なされることを期待したい。
個々人の発生段階もしくは少なくとも若年期に、以後に
起こりうる老化過程を遺伝子レベルの背景から正確に予
測し、事前に予防策や対応策を準備して治療にもそなえ
る事のできる時代がやってくるであろうか。
　ゼブラフィッシュの老化研究の歴史は始まったばかり
である。今日、我々の他にも少なくとも２、３のほどの
グループが米国において研究を進めているが、その研究
者数は実験動物としては老化研究の主流である線虫やハ
エ、それにマウスに比べればまだまだ少ないと言える。
しかし、ゼブラフィッシュを用いた発生の研究が再生と
ともに老化の基礎研究にも貢献できることは確実であ
り、 今後の医学的な老化研究の展開には欠かせない実
験動物になるであろう。

３．今後の老化研究の展開と小型魚類の役割
　生命科学全般が新たに変革しつつある今日、分子レベ
ルの解析も一本釣り的アプローチから網羅的アプローチ
へと変容し、 我々は個別分子の複雑な関連をネット
ワークの中でシステムとして捉える方向へと進んでいる。
老化という生命現象はまさしくこの複雑系を扱うもので
あり、時代背景を考えてもこれまでは不可能であった学
問領域を統合させることにより、ここに来て初めて考察
しうる課題が山積している。加齢に伴った細胞、組織、
臓器のそれぞれのレベルでの機能的後退がもたらされ、
個体としての統合性を崩壊させる過程が老化であるとす
れば、それらの機能後退を食い止めようとする反発力が
細胞（内）には存在しながらも高次のレベル（組織や臓
器）での統合性を見出せず、細胞の社会性を喪失して無
秩序に増殖する過程が癌化であると言えよう。一方で、
多くの老化に伴う変性疾患にあっては、これらの高次段
階での統合性の消失が組織や臓器構築そのものの進行性
後退を促していると言える。したがって、老化の研究は

単に生理的な寿命（life span）を延ばすためにあるので
はなく、加齢とともに増加するあらゆる疾患への予防と
治療への道筋を与え、健康な生活（health span）を増
進させるために存在すると言える。老化の生物学的神秘
性の解明を基礎研究として押し進めることは結果として
老化にまつわる現実的な病への打開策を与えるに違いな
い。酵母、線虫、ショウジョウバエというような単細胞
生物や無脊椎動物における老化の基礎研究により、いく
つもの単一遺伝子の変異が老化と寿命に影響しうること
が見出され、それが人を含めた高等脊椎動物である哺乳
類においても共通に保存された事実として認識されるこ
ととなった。しかしながら、 単一遺伝子･分子の枠を超
えた複雑系としての老化研究は今まさに始まろうとして
おり、次の１０年ではその老化の複雑系を解くためのシ
ステムズ･バイオロジーの展開と、システムズ･バイオロ
ジーを構築するに足る精密で広範かつ斬新な情報収集が
必要とされよう。ゼブラフィッシュを中心とした小型魚
類は、ゲノム遺伝子（genotype における‘genomics’
解析)から表現型（phenotype における‘phenomics’
解析）までを網羅的に解析する上で実験手法上、最適な
老化研究のモデルであると同時に、その種の特性から成
長と老化の神秘を解き明かす可能性をも併せ持っており、
実力と夢を兼ね備えた実験動物であると言えよう。
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　Senescence might be thought as the opposite of early development, but there is a possibility that a com-
mon molecule having a similar or even different function is working between these two phenomena. We 
have investigated to analyze the relational regulatory mechanism that exists in the both process of the 
early development and the senescence by using the zebrafish, a small freshwater fish. We also have identi-
fied to isolate the mutants and responsible genes, targeting the phenotype of the “senescence” (“embryonic 
senescence”) appeared during early embryogenesis. Some of the genes have already been suggested the re-
lationship with the actual senescence with chronological aging, but many of them have not yet demon-
strated. The physiological senescence may arise as the distortion of the external environment interweaving 
with multiple genes rather than a simple gene mutation. An unexpected gene originally may induce the phe-
nomenon and the process of senescence. Then, is it possible to detect and identify a number of potentially 
unanticipated genes under complicated regulations randomly and promptly? The small fish, especially ze-
brafish will make it feasible and would be the only experimental model animal in vertebrates where we can 
perform the exhaustive exploration of senescence-related genes and small molecular compounds parallel 
with analysis of the phenotype.


