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三井：始めに
　本対談シリーズでは，会員の方から，いろいろな
コメントを戴いて、議論を更に発展させる事を主旨
としています。コメントは，取り敢えず，編集委員
会に御届けくだされば、その後，コメンテーターと
対談者との複合対談の検討に進みます。この度、前
回『細胞老化に意義はあるか』の対談に , 早速，高木
先生からコメントがありました。
　今回はそれをもとに、前回の対談内容をより分か
り易く解説し、次に議論すべき課題を提起する場と
して、「鼎談」を進めていきます。

高木—１－１　コメント（１）です
　（１）個体レベルでの生物現象と細胞レベルでの
生物現象は階層性の異なる現象なのだから両者がイ
コールでないことは当然だとお二人とも認めながら、
両者の本質的な違いが何であるかについては十分に
議論されていません。このことは「個体老化」のモ
デルとして何が相同モデルで何が相似モデルなのか
という問題とも関係しますが、問題提起で終わって
います。個体老化はシステムの問題として考えるべ
きだと思います。個々の遺伝子、個々の細胞の問題
としてその変化を個別に追うのではなく、個体全体
のシステムの変化として把握すべきだと思います。
どうすればそれが可能かを考えましょう。

後藤—１－１　（１）に応答します。
　多細胞個体の生物現象と個々の細胞の生物現象の
本質的な違いが何であるかは、三井・後藤対談１で
は立ち入って議論していません。問題は in vitro の細
胞老化が個体老化のモデルになるかどうかに限られ
ていましたので。
　個体を細胞の集合体とみれば、細胞老化は個体老
化のモデルになると言えそうですが、高木さんがおっ
しゃるように個体は細胞の単なる集合体ではなくシ
ステムとして存在しているのですから、細胞老化
と個体老化は階層の異なる生物現象であると考える
べきだということには同感です。しかし、だからと
いって、個々の遺伝子や細胞の変化に注目するのは
適切でないとは言えません。システムとしての個体
の存立は遺伝子とそれを収容している細胞が支えて

いるからです。とは言え、老化を考える場合、僕は
遺伝子の変化はそれほど重要ではないと考えていま
す。システムとして考えることの重要性を認識しつ
つ、実際には個々の現象（例えば分子レベル、細胞
レベルの変化）を調べて、それをシステムへと再構
築する努力をする必要があるのではないでしょうか。
ひところシステムズ・バイオロジーというのが流行っ
ていました。DNA アレイやプロテオミクスといった
技術の発展を背景に還元主義に対する反省から出た
ものと思いますが、やはり限界があるのか最近はあ
まり聞かなくなりましたね。
　モデル一般について議論する意味はないと三井さ
んはおっしゃるので（対談 1 ー 16）、モデル一般に関
してはノーコメントにしますが、例えばゾウリムシ
はどういう点で（ヒトの老化の）モデルとみなせるか、
などを考えることは意味があると思います。僕は生
半可な理解から老化の相同モデル・相似モデルなど
書きましたが（対談 1 － 15）、生物学者の高木さんか
ら別の機会でいいですから、生物学的相似と相同に
ついて教えていただきたいです。

高木－１－２　　再コメントします。
　「実際には個々の現象（例えば分子レベル、細胞レ
ベルの変化）を調べて、それをシステムへと再構築
する努力をする必要があるのでは」とのご意見に全
く同感です。私は個々の現象についての知識をシス
テム化した理論に再構築する作業を試みてきました
が、個々の現象に通じておられる後藤さんや三井さ
んの目には、とんだ誤解に映るかもしれません。だ
からこそお二人からのご指摘を必要としています。
私の再構築作業の拠り所は、進化の観点です。ある
類似の現象が進化的起源を共有する場合を相同、見
かけの類似に過ぎない場合を相似と言いますが、多
細胞生物の個体老化・個体寿命は単細胞生物の細胞
老化・細胞寿命に起源を発するにちがいないという
のが私の基本認識です。

三井－１　コメント（１）と後藤－１－１に応答します。
　先ず，高木さんの言う個体の老化と細胞の老化と
の関係性は，今回とは別の主題です，ただ、提案をきっ
かけとして今考えるなら，ネマトーダの細胞は操作、
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観察できますから，ネマトーダ個体の老化を取りあ
げて、その分裂終了細胞群の老化との関係を、解析
できれば　最適と思います。別の機会に，専門家の
会員が参加する中で　是非とも議論しましょう。
　後藤さんが　それに立ち入らなかったのは，「（今
回の）問題は in vitro の細胞老化が個体老化のモデル
になるかどうかに限られていましたので」と述べま
したが，それは誤解です。対談中でも，何度か指摘
しています。対談の主題は，「細胞老化に意義はある
か」です。私は個体内で「分裂増殖できる細胞の分
裂加齢」と「最終分化細胞の機能低下、減数」に分
けて居ます。そして，in vitro の系は，分裂時計の原
因と分裂停止の機序に関しては，（生体内の分裂加齢
の）有力なモデルと考えますが（三井１４）、個体の
老化モデルになるとは　考えた事も無いのです（三
井１１）。でも後藤さんが，又、「in vitro 細胞老化
が、個体老化のモデルになると云う事と同じ」と主
張して（後藤１５），そもそもモデル論に入っていま
す。それは　不可解な展開でした。個体内で老化細
胞をどう認識するか，が、重要だったのです（三井
１２）。困惑していた私は最後に，「個体の機能老化は，
細胞の再生能力の低下と最終分化細胞の機能障害が
原因と考えている」と、くり返した状況です。
　しかし，この認識の差は，重要かもしれず，活か
すべきと考えて，今後の議論をアンチエイジングの
可能性にして、結んだのです。
　幹細胞の再生、老化細胞の除去、を考える私の細
胞の立場と，後藤さんの提唱する若返り、抗老化の
ターゲットに付いて，議論することは，思わぬ成果
が出そうと思ったからです。
　尚，高木さん、後藤さんが個体の老化をシステム
として考えると云うことに、総論は賛成です。これは，
話題にでた，老化のモデルとも関係します。基本的
に人体の個体老化を、システムとして使えるモデル
がありますか？　
　此の話題を改めて、取りあげる対談のときには、
提案をしてみます。

後藤 —１- ２　　三井－１－１に応答します。
　人体の個体老化のモデルとして、マウス・ラット、
ショウジョウバエ、線虫はヒトの個体老化のモデル
になりうると思います。加齢性筋萎縮、認知機能低下、
運動能低下など、ヒトの場合と似た老化現象（表現型）
が多く知られているからです。

高木－１—３　　　三井—１－１に応答です。
　三井さんのご質問に簡単に応じておきます。ヒト
に限らず個体老化をシステムとして使えるモデルと
して、ジャーム・ソーマへのエネルギー最適化配分
のための遺伝子ネットワークの制御システムが、生
殖活動停止以降は自然選択の対象とならないとする
理論を念頭に置いています。

三井－１－２　　後藤—１—２、高木－１－３　への応
答です。

　モデル論議は大変重要ですが、対談１の文脈では
未だ、必要ではないとの意味です。それらの詳細は
別の対談で、専門家を交えて、議論する予定でいま
しょうよ。
　ただ、高木さんからは「システムとして使えるモ
デル」、と限定されているので、其れに合わせた応答
が必要と思います。個体の構成要素である個々の細
胞と、それら相互ネットワ—クの変化を把握し、シ
ステム全体の変化との関係を論じる　と理解しまし
た。その意味で、細胞を顕微鏡視できるネマトーダ
を思いましたが、ヒトでのモデルは　未だ良くわか
りません。
　高木さんの germ-soma energy　配分の最適化は　
私が云う、進化の文脈で　老化は生活史の適応だと
云う概念と、通じる物が有ります。これも後の対談で、
議論出来る話題ですね。

高木－２－１　　コメント（２）です。
　（２）細胞老化は個体老化のポジティブコントロー
ルと言えますが、ネガティブコントロールをもち出
すこと、つまり「老化しない、寿命をもたない生物（バ
クテリア、プラナリなど）の存在」を考えることで
議論が深まるのではないでしょうか。つまり、個体
老化は生物進化の文脈の中で考えるべきだと思いま
す。

後藤—２－１　 ( ２) に応答します。
　『細胞老化は（“老化する”、“寿命をもつ”）個体老
化のポジティブコントロール』という意見にはにわ
かに同意し難いです。というのは、三井・後藤対談
１で議論したように培養細胞が“老化する”、“寿命
をもつ”というのは個体の場合と意味が異なると考
えられるからです。老化と寿命を明確に定義しない
と議論が咬み合わない可能性があります。「老化しな
い、寿命をもたない生物」という場合、老化しない
が寿命をもつ生物がいることも考慮しなくてはなり
ません。たとえばタイセイヨウサケとかフクロネズ
ミの集団のように老化なしで寿命が尽きる生き物も
います。大腸菌の場合、分裂周期が 30 分だとすると
寿命は 30 分と言えないことはない。分裂すれば前の
個体は消滅するわけですから、この 30 分の間に“老
化”が進行していると言えるかもしれません（もち
ろん“老化”の定義によりますが）。たとえば、繊毛
運動が、分裂が近づいた細胞で衰えるとすると、そ
の衰えを老化とみなすことが出来るかもしれません。
プラナリアの場合は、半分にしてもそれぞれから個
体が再生するとは読んだことがありますが、通常の
個体に老化や寿命がないのは知りません。後学のた
めに文献を教えていただけるとありがたいです。
　個体老化を生物進化の文脈の中で考えようという
のに　異論はありません。これは老化や寿命が進化
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のどの時点から始まったかという問題と、その後に
老化の遅速と寿命の長短に進化、すなわち変異と環
境適応、がどのように関わったのかという問題があ
ると思います。高木さんは前者を問題にされている
かもしれませんが、後者の問題も現存生物の老化（の
遅速）・寿命（の長短）の違い（How と Why）を理
解する上で大変興味深いと思います。

高木—２—２　　後藤—２－１に　再コメントします。
　（２）－１「老化しない、寿命をもたない生物」か
ら「老化し寿命をもつ生物」が進化したとすれば、
中間段階の「老化しないが寿命をもつ生物」がいる
ことは至極当然です。その場合、老化や寿命の定義
を明確にしないと、たとえば大腸菌の老化・寿命を
どう見るかに混乱をきたすというのはご指摘の通り
です。個体老化を生物進化の文脈の中で考えようと
いう際、どのように生じたか、だけでなく、どのよ
うに展開したかも含むというのも、ご指摘の通りで
す。
　なお、大腸菌やプラナリアが無性生殖で無限につ
づくという認識は、実際に研究に携わっている研究
者の「印象」で、不死を「証明」した文献は無いと
思います。

三井－２－１ 　コメント（２）と後藤－２－１に応答
します。

　前回の対談は，多くの読者に関心が深い「細胞老
化に意義はあるか」ですから、高等生物に限定して
議論しています。しかし，今後の方向としては、寿
命が有る生物について、寿命の無い生物からの視点
を入れる　また　生物進化の文脈の中で，考えると
云うのは，大いに，賛成です。
　但し、その中で，寿命と老化を並列して述べてい
ます。提案として先ずは，寿命を進化の視点で，考
えましょう。後藤さんも言う様に，どのように寿命
が発生して来たかです。但し、単細胞生物の寿命も
含めて定義が大事です。寿命は繁殖力の競争です。
　一方で，老化は，進化の文脈では　かなり寿命と
異なります。これは生活史の適応ですから、起原も
長短も異なります。これにも，定義が必要ですね。
　前回の対談で、細胞老化（或は　老化細胞）の定
義を議論できるかと思ったのですが，後藤さんには，
同定出来る細胞老化の定義は、必要なかったのでしょ
うか？　機能低下では曖昧と感じました。これらを
含めて、次回の対談テーマ候補を　相談しましょう

高木－３－１　コメント ３）に進みます。
　（３）個体発生の始点は有性生殖ですから、有性生
殖抜きで老化・寿命は語れなくなります。有性生殖
が起こると必ず老化・寿命に向かう非可逆的な時間
変化が進行しますが、途中で有性生殖が起こると時
間が可逆的に後戻りして次世代に移行します。とこ
ろがクローン動物や iPS 細胞の確立は、有性生殖抜き

で可逆的に時間を後戻りさせることが可能であるこ
とを証明しました。寿命をもたない単細胞生物が存
在することを併せ考えると、「老化は機能の劣化、衰
退」という認識でよいか？との疑問を生みます。加
齢に伴う機能の劣化・衰退は、DNA やタンパク質分
子の不可避的な経時変化によるものとは言えず、仕
組まれた進化的プログラムとでもいうべき現象ではな
いかと思わせます。劣化・衰退でなければ、老化細胞
の iPS 細胞化がなぜ可能なのかの説明も、アンチエイ
ジングの意味も変わってくるでしょう。私は「抑制系
の進化」という文脈で老化・寿命を考えています。

後藤—３－１　（３）に応答します。
　有性生殖が老化・寿命と不可分であるとのご指摘
はその通りだと思います。クローン動物（の作成）、
iPS 細胞（からの個体の創出）は人為的ではあります
が、遺伝子発現をリセットしている点では有性生殖
と変わらないと思います。したがって、リセットさ
れた細胞（iPS 細胞）なりクローン動物個体は新たに

“親”と同様の老化過程をたどると考えると、その存
在は『老化は機能の劣化・衰退』という理解と矛盾
しません。『DNA やタンパク質分子の不可逆的な経
時変化』の中で DNA の加齢変化はごく軽微なもので、
それも多くの場合修復されます。だからこそ、老化
細胞でも iPS 細胞化できるわけです。しかし、多分
それは一部分の細胞で多くの細胞は iPS 細胞化でき
ないのではないか。僕は以前から老化の DNA 傷害説
には反対の立場をとって来ています。それに対して
タンパク質の経時変化は様相が異なっています。傷
害タンパク質も代謝回転で無傷の分子に置き換わり
ますが、完璧でないため、そして多くの細胞機能に
相乗的に影響するため、個体の機能低下につながり
得ます。
　『寿命をもたない単細胞生物』を考える場合、ここ
でも寿命の定義を考えなくてはなりません。ゾウリ
ムシのクローン寿命は多細胞個体の寿命とは明らか
に違うと思います。In vitro 二倍体細胞の場合、分
裂を停止したあとの生存期間を考えると試験管内細
胞寿命の定義も変わってくるでしょう。老化が『仕
組まれた進化的プログラム』にしたがっているとな
ると、長寿あるいは短命は環境適応の点から進化的
にどう説明されるのかということが問題になります。
うまい説明は思いつきませんが。
　「抑制系の進化」については、高木さんから詳しい
説明をしていただいてから、僕が理解できそうなら
議論に加わりたいと思います。

三井—３－１　　(3) と後藤—３－１に　応答します。
　前回の後藤さんとの対談では、有性生殖する高等
哺乳動物を前提に，細胞老化の意義を議論したので，
それと個体老化，寿命との関係は話題に上りません
でした。
　とは言え、高木さんが、（連続した）クローン動
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物の作成や、iPS 化を例に、老化細胞からでも人為
的に発生を再現できるから、タンパク質分子の不可
逆的な変化は老化の原因とは言えないと　問題提起
しています。後藤さんは、そんな細胞はごく一部だ
と反論しますが、老化個体の体細胞に、老化してい
ない細胞が有ると確信した事になります。そうなら
ば、傷害タンパクの修復に関わるアンチエイジング
のターゲットを特定出来る筈です。細胞レべルで考
える私は、老化個体にも幹細胞（stem）に近い細胞
の残余を想定します。
　一方、老化は「仕組まれた進化的プログラム」と、
お考えのようですが、私は逆に「プログラムとして
仕組まれずに適応した」現象と見ています。このこ
とは「基礎老化研究の事始め」に、記載しています。
その戦略で、老化に関わる分子を同定可能でしょう。
　有性生殖抜きで時間を逆戻りさせ得た　と云う指
摘は，一部、同意します。但し　iPS は、正しい逆戻
りでなく、問題があります。有性生殖抜きに、老化
は語れないとの前提は、良くわかりません。無性生
殖でも，体細胞の分裂停止が言われていますので。
有性生殖、無性生殖にしても、定義が違うと、議論
が分かれますね。次回には、それらを含めて、討論
しましょう。

後藤－３－２　　三井－３－１に応答します。
　『前回の後藤さんとの対談では、有性生殖する高等
哺乳動物を前提に，細胞老化の意義を議論したので，
それと個体老化，寿命の関係は話題に上りませんで
した。』という指摘は僕の認識とは異なります。僕は
対談１の間終始、細胞老化（in vitro の）を個体の老
化との関連で考えています。それは、例えば対談１
の冒頭部分（１－２）でも強調しています。
　また、　僕は老化個体の中に老化していない細胞

（恐らく幹細胞か、それに近い未分化細胞など）があ
ることを否定していません。ただし集団として見た
場合、老化個体の中には多くの割合で老化した細胞
があるだろうとは考えますが。老化個体の細胞は iPS
細胞化の成功の確率が低いのではないかと想像しま
す。もっとも、老若個体の細胞で成功率に違いかあ
るかどうかは知らないので間違っているかもしれま
せんし、もしそうだとしても技術の進歩で改善され
るかもしれませんけれど。

高木—４—１　　提案です。
　ここまでに指摘された問題点について、さらに議
論を深めるには、まずは各人の「老化」の定義を明
示しておくことが必要だと思います。
　私の「老化」の定義は、「有性生殖に始まるクロー
ンまたは個体の一生で、生殖活動終了後、死に至る
までの細胞 and/or 個体の変化の総体」といったとこ
ろです。十分に練られた表現とはいえず、追加説明
や部分修正の必要がありそうなので、定義という言
葉を使うのは控えたいのですが、実質的にはこれが

「老化」という用語で私がイメージしている内容です。
　この定義は、老化を伴わない寿命も含め、生物に
より様々な老化パターンがありうること、老化と寿
命は不可分であること、そしてジャーム・ソーマへ
のエネルギーの最適配分システムの乱れであること、
などを含意しています。
　三井さんは「老化は生活史の適応」であり、「寿命
は繁殖力の競争」で、両者は起源を異にする無関係
な現象と述べておられるので、まずは三井さんから
の徹底したご批判を伺いたいと思います。

三井－４－１　　高木—４－１　に応答します。
　「老化と寿命が無関係」との発言は有りません。当
然の事ながら、我々、ヒトは老化して寿命に達する
ので、因果関係さえ、言われている訳です。ただ、
進化の視点で云われたとき、寿命と老化の違いを意
識的に区別せずに使うのが気になったので、起原を
異にする、だから、議論を分けるべきと、提起しま
した。また、その議論の将来の展開を読者に暗示す
る為に、生活史の適応　と述べましたが、誌面が尽
きてしまうので、その実際の議論は、次回以降にし
ましょう。
　ただ、折角ですから、前回対談の範囲である、「高
等哺乳動物にある老化」をどう考えているかは、本
対談で、言及しておきましょう。私にとって、個体
老化は「疾病の出現頻度、そして個体死の確率を高
める脆弱性の進行」と云うイメージです。但し、老
化個体に、これしかないかと云われると違います。
生体には、此の「老化事象に対する適応的な応答」
も有りますので、後藤さんの云われる単純な機能低
下ではありません。又、この２つの視点からは、高
木さんの云う、［変化の総体］と云う表現は、物足り
なく思います。おそらく　進化の視点を取り入れて
の定義だから、なのでしょうか。

高木—４- ２　　　三井－４－１に再応答です。
　生物学で「A と B が起源を異にする」と言えば、「両
者は無関係」と言うに等しいと思っています。三井
さんは、因果関係さえ言われる老化と寿命が起源を
異にすると見ておられるので、意識的に区別する必
要を言われたことは分かりました。私は老化と寿命
は不可分の関係と見ているので意識的に区別しませ
んでした。老化にはネガティブな変化もポジティブ
な変化もありうることを意識して「変化の総体」と
しましたが、このことについても次回の議論にしま
しょう。

後藤－４－１　　高木－４－１に応答します。
　「各人の老化の定義を明示しておくこと」は、議論
を意味のあるものにする上で必要であることには全
く同感です（後藤－２）。寿命についても同様だと思
います。お二人はすでに寿命と老化を定義ないしそ
れに近いもの（高木－４，三井－４では老化の定義に
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ついて“イメージ”と書かれている）として示され
ているので僕も書いておきます。寿命は誕生から死
に至るまでの期間、老化は性成熟期以降に起こる不
可逆的な生体機能の低下、と考えます。僕の定義は、
必ずしもすべての生物に当てはまるものとして考え
られてはいません。というのは、老化研究の一つの
ゴールをヒトの老化を理解することに置いているか
らです。ここには進化に関する視点は入っていませ
んが、それが重要でない、興味がないということで
は全くありません。
　三井さんが「（老化は）単純な機能低下ではない」
と述べておられる（三井－４）ように、そして高木
さんが寿命を「誕生から死までの期間」とするのは
誕生の意味が異なる生物には使えないと述べておら
れるように、僕の定義はお二人には受け入れ難いも
のと思います。
　基本的な問題は三人三様の定義で老化や寿命を対
談や鼎談として論じる意味があるのか、という点で
す。それぞれ重なる部分を探りながら議論を進める
ということになるでしょうか。

三井—４－２　　後藤—４－１に応答
　現時点では、３人の老化のイメージに違いは有っ
ても当然です。多くの読者も更に多様なイメージを
持つでしょう。今後、議論を深めるうちに　互いの
違いは修正され、妥当な定義が纏まって来るかと思
い　楽しみです。
　対談中にも、いろいろな認識の違いは、随所に出
ました。それこそが、貴重な出発点とも考えられます。

重本－１－１　「編集委員からの感想とお尋ね」です。
　鼎談の三方の論争は、老化の概念を考える上で大
変勉強になりました . 
　実に根源的な命題について、次から次へと濃密な
議論を展開されています .
　「老化の定義と進化論的視点」、「生活活動停止と自
然選択」、「細胞老化と個体老化」、「個体老化とシス
テムについて」、「老化動物はヒトの老化モデルにな
るかどうか」、「老化と遺伝子・蛋白変化」、「老化は
機能の劣化・衰退という認識で良いのか？」　「老化
は進化論的にプログラムされているのか？」
　「老化で捉えている現象には適応的応答もある」、

「老化は単純な機能低下ではない」
　私は筋肉の老化研究の端っこを、しかも未だ始め
たばかりの者です。
　筋肉機能のピークにある時期（ヒトでは 10 代後半
から 20 代前半、マウスでは生後 4-8 ヶ月）を過ぎて
超高齢期（ヒトであれば 90 才以上、マウスでは 32-
36 ヶ月）に至るまでの間、筋組織が常に変化してい
ることや、ある時点から決定的な臨界点が出現する
可能性をマウスの病理学的解析を通して感じていま
す（未だ確たる証拠は持っていませんが）.
　そこで、お尋ねします。

　皆様は、老化の臨界点についてどのようにお考え
でしょうか？

後藤—５　重本－１－１に応答します。
　「臨界点」とは "point of no return" の意味なら、組
織レベルでは「臨界点」はないのではないかと思い
ます。回復あるいは活性化の程度や困難さの違いは
あってもどんなに高齢でも可能ではないかという意
味です。にもかかわらず、やがて個体の死が訪れる
というは、多分、高木さんのおっしゃる階層性の問
題があるからでしょう。細胞・組織・個体では恒常
性維持機構が違い、階層が上がればより緻密な機構
が必要で、したがって脆弱になるからだと思います。
　「臨界点」を勝手に解釈して、ちょっと思いついた
こと書き並べたので、よく考えると別な考えになる
かもしれませんが。

三井—５　　重本—１－１へ応答します。
　老化の臨界点は、今まで扱ってこなかった大変重
要な視点と思っています。
　私は、死への転機として、重視します。老化の進
展は、細胞の再生減少や機能障害などの進行とそれ
に対する生体システムの補償機能の発達とが、共存
していると捉えています。そうした中で、ホメオス
テーシスのレベルも徐々に移行し、究極、システム
として破局に陥り、死への転機がくると理解します。
　これは、分子、細胞、臓器、器官系でも、捉えら
れます。
　例えば p53 分子が、細胞分裂を停止させる細胞内
状況と、一挙にアポトーシスまで引き起こす状況と
の転機は　まさに臨界点と細胞崩壊の例かもしれま
せん。組織での臨界点と崩壊の過程は、個体として
の死であり、分子レベルの解明には新しい学問の導
入も必要と考えています。
　「個体の老化と死をシステムとして考える」ために、
ぜひ臨界点の項を改めて大議論をしたいところです。

高木－５　重本－１－１に応答します。
  マウスやヒトでは例外無く、有性生殖のあと老化・
死への非可逆的過程がつづくという厳然たる事実か
らすれば、老化の臨界点が無いはずは無いと思いま
す。それが何であるかは想像の域を出ませんが、「生
産と分解の動的平衡が崩れるとき」とか「ホメオス
タシスの維持が不可能になるとき」とか言うほかあ
りません。一方で多細胞生物でありながら明確な老
化兆候を示さない例もあるので、恒常性維持が不可
能になるとしてもシステムとしての戦略（プログラ
ム）の問題だと思います。

重本—1—２　　臨界点へのコメントに再応答します。
　マウスの筋組織の病理像、特に筋線維タイプ変化、
さらに筋線維タイプ毎にミトコンドリア活性と形態
変化、蛋白合成系などを見ると月齢に伴い刻々と変
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化しているようです。つまり、機能的には steady で
あっても、あるいは機能を steady に保つためかもし
れませんが生まれてから超高齢に至るまでの生涯を
通して、筋線維は変化しているようです。
　老化のプロセスに関する同様の概念は三井さんも
述べられ、大変興味深く思った記憶があります。つ
まり筋組織自体に上位と下位という階層性だけでな
く、筋線維間の相互作用あるいは最近注目されてい
る間葉系幹細胞と筋線維、筋幹細胞（サテライト細胞）
との相互作用が常に存在していますが、老化のファ
クターが加わることで代謝機能や運動機能を維持す
るために変化せざる得ないのだと考えます。筋萎縮
や筋力低下という老化の結果によるアウトカムは厳
然と存在していますから、そのアウトカムがどの時
点で明確になるのだろうかという意味で臨界点が存
在するのではないかという印象にたどり着きました。
　筋萎縮と筋力低下には、さらに運動神経細胞とシ
ナプスも関係するので個として見た場合、アウトカ
ムに対して相加的あるいは加速的に作用するために
臨界点はより明確になるという印象です（確たる証
拠はまだ持っておりません）。

三井：　終わりに。
　以上の如く、多くの課題が議論対象として提案さ
れました。それらを受けて、次回からは、それぞれ
を本格的に、論議していきましょう。
　先ずは、本鼎談の最初に提起された、生物の進化
の視点からとらえた寿命について、徹底した議論を
行って見ましょう。
　そうした基礎生物学的な考察を深めておけば、きっ
と、高等生物の老化やアンチエイジングのターゲッ
トを議論する際にも、深みのある対談を生むと、期
待できそうですね。
　ところで、高木さんは、コメントの他に、いくつ
か質問をしたいと仰っていましたが、進化との絡み
が有りそうなので、次回には、その質問からスター
トしてみましょう。楽しみです。
　（会員読者から、コメント応答を、期待します。是
非それらを適宜　取り入れて、活発な討論を展開し
ましょう。）


