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始めに、
　前の鼎談では、重要で多彩な課題が提示されまし
た。その議論を深める一環として、進化の視点で寿
命を考えてみようと思います。そのきっかけとして、
対談１への応答として、高木先生から、議論の導入
に相応しい３つの質問が有りました。
　今回はその質問からスタートして、内容を掘り下
げましょう。高木先生、宜しくお願いします。

高木－１　
　クローンマウスが 26 代まで継続され、その間に
得られた 581 クローンはすべて健康で生殖能力を
備えていたとの日本発の論文を最近目にしました

（Wakayama, S. et. al., Cell Stem Cell, 2013）。人為的
介入と言っても、除核した未受精卵に体細胞核を注
入するとき、エピジェネテイックな変化を来さない
ように、ヒストンの脱アセチル化阻害剤であるトリ
コスタチンを細胞培養液に添加しただけのようです。
実験を始めた 2005 年から今年までに 25 回も、エラー
無く、体細胞核が無性生殖で個体を作り続けたとい
うことですから驚きです。細胞老化、個体老化の観
点から、三井さんはこの現象をどのように見られま
すか？

三井－１　
　26 代にわたるクローンマウスの成功ですね。体細
胞からクローン羊が出来て以来、これは、充分予想
されていたので、驚きは有りませんよ。
脱アセチル化阻害剤によって、blastocyst 形成の改
善できることを先に中国の研究者が報告しています。
その際ブタの細胞を使ったのは、畜産への応用を考
えたのでしょう。
　結局、細胞老化も epigenetic な問題であって、突
然変異や遺伝子傷害説、更には酸化ストレスによる
細胞傷害説も、間違いだった訳ですね。老化細胞の
万能細胞への初期化が技術的に完璧ならば、何世代
でも当然です。ただ一世代毎に老化して、個体寿命
は尽きます。
　無性生殖的に繁殖させられるから無限寿命になっ
たと議論するのは、勘違いでしょう。人為的には可
能であると云うだけです。　

高木－２
　もう一つ三井さんに教えて頂きたいのですが、ク
ローンマウスで出来るのなら、iPS 細胞でも可能だと
思われますが、iPS 細胞を使った細胞寿命の研究とい
うのはどこまで行われているのでしょうか？ iPS 細
胞の PDL は調べられているのでしょうか？ 細胞寿命
はあるのか無いのか？ 培養器での接触阻害は起こる
のか起こらないのか？ ゲノムは 2 倍体なのか異数体
なのか？─ といった基本的なことについてお教え下
さい。
　iPS 細胞を使った細胞老化の研究は、繊維芽細胞を
使った細胞老化の研究と何が違うとお考えになりま
すか？

三井－２
　マウス iPS 細胞からなら、ES と同様に、何世代も
の個体の継続の可能性は有ります。実際、次世代を
つくっていますから。但し、人から得られた ES 細胞
は、細胞起源的にもマウス ES と異なり、発生もあま
り進まず、万能細胞とは言えない細胞です。まして
ヒト iPS 細胞は初期化が完璧な細胞を作れていませ
ん。ところが最近、体細胞から、除核卵子と融合し
てヒト ES 細胞が出来たと雑誌 CELL に発表されま
した。この ES から、継続的に卵子が作製され、その
脱核卵子を使って、体細胞の核移植による ES 細胞の
創製が軌道に乗れば、臨床応用には今後、倫理的な
問題なく、個々人の ヒト ES を活用できますね。将来、
hiPS 細胞は不要になるのかも知れませんが、発展を
注目しましょう。ただし、今現在は、ヒト iPS 細胞
で無性生殖の継続が可能とは言えません。
　もう一つは、in vitro での老化、寿命の話ですね。
2011 年の HUMAN CELL に私達が発表したのは、老
化研究に使って来たヒト TIG 繊維芽細胞と、その
TIG から作った iPS 細胞から前駆繊維芽細胞を樹立
することによって、同一細胞からの老化と分化とを
比較解析する研究の提案でした。
　 加 齢 途 中 の TIG 細 胞 か ら iPS 細 胞 を 作 れ ば、
telomerase が発現誘導され、テロメアは大きく延長
します。この iPS 細胞は正常２倍体を持ちますが、
それをそのまま維持できれば、無限寿命と云われて
います。しかし、実証出来るほど継代されていません。
それから奇形腫を作って、細胞を培養すると、テロ
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メア短縮が起こり、分裂停止細胞が生じます。それ
らのうち、Senescence associated β-gal 染色で、殆
ど染まらない培養系と、高率で染まる培養とがあり
ました。それらを結論的に最終分化或は分裂寿命に
よる老化といえるか、今後の課題ですね。

三井－３
　ところで私からの質問です。
　高木さんと進化の視点から、議論の予定でしたね。
それには、生物の寿命の定義が必要です。そこで、
⑴多細胞生物の個体寿命と単細胞生物の細胞寿命は

同一定義で言えますか？ また、
⑵自然界に存在し得る生物と、人為的に操作した生

物でも共通に扱うのですか？
　私にも腹案は有るのですが、納得、合意無しに寿
命の起源、進化等を論じるのは、難事でしょう。

高木－３
　議論をするには定義から、という姿勢に同感です。
おそらく定義自体が議論の対象になると思われるの
で、私の定義を言う前に、二つのご質問にお答えし
ておきます。

三井－４
　将に、定義自体が議論の対象ですね。楽しみです。

高木－４
　まず最初の質問⑴にお答えします。
　⑴多細胞生物の個体寿命と単細胞生物の細胞寿命
は、階層性の異なる現象ですが、上位の階層には下
位の階層の特性が含まれるので、細胞の寿命抜きに
個体の寿命はありえないと思っています。言いかえ
れば、細胞寿命の本質は、個体寿命にも受け継がれ
ているはずです。両者は同一ではありませんが、寿
命の定義は共通でなければなりません。

三井－５
　高木さんは、前回のコメントで、細菌やプラナリ
ヤは、寿命がない negative control と位置づけておら
れたので、寿命の定義を、寿命をもつ生物にだけ適
用しているのかと思っていました。無性生殖生物で
も、寿命の定義に基づいて、寿命の議論ができると
いうことで安心しました。
　定義の内容で、再論議しましょう。

高木－５
　さてもう一つの質問⑵ですが、
　⑵自然界に存在する生物と、人為的に操作した生
物は、全く異質のものとして扱うべきです。自然界
に存在する生物は、自然の生息環境に適応したもの
が自然淘汰され生き残っているのに対し、実験室で
は自然では起こり得ないような操作を施すことがで
きるので、その生物が隠し持っている潜在的能力を

引き出すことができます。可能性として持つ 100 の
能力の中から、自然条件では有利に使える 10 の能力
で生きているのが自然界に存在する生物だとすると、
人為的に操作するというのは残りの 90 の能力を引き
出してみせようというものでしょう。
 　この観点から高木－ 1、－ 2 に対する三井－ 1、
－ 2 の回答がらみで言うと、クローンマウスにせよ、
iPS マウスにせよ、10 の能力で生きている自然界で
は起こり得ないことを、実験操作によって、90 の潜
在能力の一部を引き出したと言えますが、決して自
然のマウスには適用できないと思っています。彼ら
は個体寿命や細胞寿命を無性生殖的に回避したとは、
私も思っていません。

三井－６
　此の点は、全く同じ意見です。クローンマウス、
iPS 細胞での私の回答は、それを意識しました。
　ところで、その延長上の議論で、現在の実験動物
として開発されたいわゆる近交系マウス（事実上は
純系なのですが）も、操作した生物として良いです
ね？　
　更に、ゾウリムシの分裂後にも単離培養を継続す
る方法は、どのように考えたら、良いでしょう。こ
れも可能性を引き出した人為的操作としますか？
　進化を視点にした場合、生存したことのある生物
を扱うとしても、操作をどの範囲まで考えるかです。
議論の筋が混乱しないように、配慮して進めましょ
う。

高木－６
　近交系のマウスも単離培養系のゾウリムシも人為
的操作です。ただ単離培養系のゾウリムシは自然で
は絶対に起こり得ない操作ですが、近交系のマウス
は自然で起こりうる操作です。したがっておっしゃ
るように、人為的操作の範囲を考える必要がありま
す。

高木－７
　さて寿命の定義ですが、これには正直悩んできま
した。「誕生から死までの期間」というのが一般的な
理解ですが、この定義は、誕生の意味が生物によっ
て異なるので使い物になりません。私がたどりつい
た現在の寿命の定義は「有性生殖に始まる体細胞系
列の有限性」です。⑴に書いたように、階層性の異
なる単細胞の寿命と多細胞の寿命を、階層を超えて
つなげている本質的な現象は何かと考えた末にたど
りついた定義です。

三井－７
　その定義は、体細胞に分裂寿命があるため、体細
胞系列の身体に有限寿命が生じると考える我々に、
なじみ深い物です。但し、相当な下等生物でも、同
一の定義が通じるのか、不安です。また、無性生殖
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では、寿命を論じられないことの説明が抜けていま
す。もう一つ、肝心な点は、有性生殖の定義が改めて、
必須の事です。
　高木さんは、ゾウリムシの自家生殖（オートガミー）
も含めて、有性生殖とするのでしたね。

高木－８
　この定義はどの生物にも通じます。無性生殖のみ
を行う生物は、寿命を論じられないのではなく、“有
性生殖に始まる”という前提が抜けているので「寿
命をもたないという現象」があることを論じていま
す。
　有性生殖については改めて論じる必要があります。
　ところで、生物の寿命について、三井さんの定義
をお聞かせ下さい。定義をめぐる議論は、問題の本
質をとらえやすいので、ここから議論を始めるのは
適切だと思います。

三井－８
　寿命の定義は、遺伝子の面から、行うのが適切と
思っています。
　つまり、寿命とは、「遺伝子の組み換え等によって、
同一のゲノム編成と機能の個体（細胞）が消失する事」
とします。言い換えれば、「同一ゲノムを維持してずっ
と生殖出来る細菌や無性生殖生物は、寿命が無い」と、
結論できます。
　

高木－９
　三井さんの「同一ゲノムを維持してずっと生殖出
来る細菌や無性生殖生物は、寿命が無い」という解
釈には賛成です。ところが三井さんの定義だと、「バ
クテリアの接合」は遺伝子の組み換え等によりゲノ
ムの同一性が失われるので、バクテリアは寿命をも
つことになりませんか？

三井－９
　その解釈は違います。圧倒的多数のバクテリアは、
前と同一ゲノムを持つ個体が継続して繁殖しますか
ら、無限寿命なのです。バクテリアの接合は、めっ
たに起こりません。しかも大概はプラスミドの導入
ですから、ゲノムの同一性は保持されます。 その接
合個体に関してのみは、機能の違いから前の寿命は
尽きたとも言えますが、生物種としては無限寿命で
す。

高木－ 10
もしバクテリアの接合が有性生殖なら、私の定義で
は細菌は寿命を持つことになるので、バクテリアの
接合は有性生殖とはみなしていません。逆に、「ゾウ
リムシのオートガミー」は、遺伝子の組み換えがあっ
てもゲノムの同一性が保たれうるので、三井さんの
定義だとオートガミーのあと寿命は無いことになり
ます。もちろん私は、オートガミーは有性生殖であ

るとみなしています。

三井－ 10
　当然のこと、バクテリアの接合は有性生殖では無
いです。そして寿命は有りません。一方、ゾウリム
シのオートガミーは、異型接合が出来ない特殊な状
況で、一部の個体で起こるのでしたね。しかも、そ
の個体が自然界なら、小核の減数分裂で生じる半数
体の核は、同一ではないでしょうから、ゲノムの同
一性はくずれますので、寿命です。核の融合は、新
しい個体の始まりと見ます。これ以外の大部分の細
胞が同一ゲノムを維持できれば、クローンとして継
続ですね。
　特殊操作によって遺伝子が完全にホモになった個
体からのオートガミーは、それを何回も継続できる
と云う操作的な環境設定で、無限寿命の可能性だけ
はあるのだと思います。

高木－ 11
　オートガミーはゾウリムシの特定の種（例えばヨ
ツヒメゾウリムシ）にとっての特異的な有性生殖で、
一部の個体で起こるのではありません。小核の減数
分裂で生じる半数体の核は一つだけを残して他はす
べてアポトーシスで消去され、残った 1 個の半数体
核がもう一度有糸分裂して、生じた娘核が融合して
受精核となります。この特異なプロセスにより、一
度オートガミーが起こるとすべての遺伝子座がホモ
になるので、自然界でも原則としてオートガミーの
前後で遺伝子型は変わりません。ゲノムの同一性を
保持したままで、親から子の世代に移行するのです。
オートガミーの誘導には人為的な操作は必要でなく、
飢餓という自然条件だけで誘導されます。

三井－ 11
　最初のオートガミーが起こる時は、減数分裂に伴
う組み換えがあって、確率的に多様性を持った多数
の個体が生じて、選択圧に晒される事だから、有意
義です。又、すべてがそうなるなら、それ以前から
の寿命は、尽きたと考えましょう。しかし、新しく
生じた細胞それぞれについては、ホモになっていま
すね。これがクローン的（無性生殖）に増えて、同
一クローンがくり返しオートガミーをするのです
か？　
　此の再度以降のオートガミーは、特異な操作をし
ない限り、あり得ないと思いますが、如何でしょう。
寿命や有性生殖の定義にも関わるので、伺っていま
す。

高木－ 12
　オートガミーを行う種は原則としてすべての遺伝
子座がホモ（例えばAA, bb, CC・・）ですから、減
数分裂に伴う組み換えがあっても遺伝子構成は変わ
りません。
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オートガミーを終えてホモになった細胞は、クロー
ン的に増えて同一クローンが繰り返しオートガミー
をします。一見すると無性生殖のみが無限に続いて
いるように見えますが、もし途中でオートガミーが
起こらなければ、老化して寿命を迎えます。オート
ガミー ⇒ 無性生殖 ⇒ オートガミー ⇒ 無性生殖・・・
の繰り返しは無限に続きますが、オートガミー ⇒ 無
性生殖でカットすると、その無性生殖には分裂限界
というかたちの寿命が生じるということです。一見
複雑に見えますが、親 ⇒ 子 ⇒ 孫・・・と無限に世
代を繰り返しているヒトで、親 ⇒ 子でカットすると
子に寿命が生じるのと同じです。世代交代を保証し
ているのは有性生殖なので、オートガミーは遺伝子
構成の変化を必須条件としない有性生殖ということ
になります。
　実際にはオートガミーの前に、ある遺伝子座が突
然変異でヘテロになっていることもあるので（AA 
→ Aa）、オートガミーのあと、このAa 遺伝子座は
AA：aa ＝１：１の割合でホモ個体を生じ、非親型
の aa が選択圧に晒されることになります。とは言え、
ゲノムの多様化は有性生殖の必要条件ではありませ
ん。
　オートガミーによる世代交代には、飢餓という外
的条件と、10 数回分裂のオートガミー未熟期を過ぎ
て性的成熟期にあることという内的条件が必要です
が、特異な操作は必要ではありません。もちろんこ
の現象は、単離培養という人為的な操作を含む実験
系から明らかにされたものですが、1 匹の細胞が 10
数回分裂して数千細胞まで増えて飢餓状態になるこ
とで高率にオートガミーが起こるので、自然条件下
で十分に起こりうる現象と見ていいと思います。

三井－ 12
　問題が少し分かりかけてきました。議論が堂々巡
りにならないように、留意しましょう。
　今は、先ず寿命の定義を、議論していますね。そ
の展開中において、高木－ 10 で、ゲノムの同一性が
保たれうるので、三井さんの定義だとオートガミー
のあと寿命は無いことになります」と発言されてい
ます。
　誤解が有るのでしょうか。私の定義からは、同一
クローンが繰り返しオートガミーを継続できている
間は、寿命が無いことで、良いのです。一方高木－
12 において『途中でオートガミーが起こらなければ、
老化して寿命を迎えます』と述べていますね。私も、
次のオートガミーが無くて、同一ゲノムを継続でき
なくなれば、寿命が尽きたと云う定義なのです。
　私の定義は完結していますが、高木さんの定義が、
有性生殖と体細胞系列の言葉を含むので、分かりに
くくなります。それは寿命の起源に関する議論を含
むわけですが、寿命の定義に必須ですか？それら有
性生殖、体細胞系列の定義も後で議論の対象になり
ますね。

高木－ 13
　三井さんは、ゲノムの同一性が保たれているのな
ら寿命は無いと言われますが、それは違うと思いま
す。無性生殖ではゲノムの同一性が保たれますが、
有性生殖の後につづく無性生殖は、ゲノムの変化が
あろうとなかろうと限界がある、つまり寿命をもち
ます。例えばAa という遺伝子型をもつゾウリムシ
で自系接合（クローン内接合）が起こると、子世代
ではAA、Aa、aa の 3 通りの遺伝子型が生じますが

（Aa ×Aa → AA ＋２Aa ＋aa）、親と同じ遺伝子型
のAa は寿命を持たず、AA とaa は寿命を持つとい
うようなことは起こりません。現実にはどれも無性
生殖が永続できず寿命を持ちます。
　先にバクテリアは滅多に接合しないので、また
接合してもプラスミドの移動だから寿命を持たな
いと言われましたが、接合してプラスミドがゲノム
に挿入される Hfr 系統では文字通り high frequent 
recombination が起こりますが、その場合でも Hfr 系
統が寿命を持つことは無いでしょう。
　三井－８の定義は、有性生殖をするとそれまでの
ゲノムを持つ細胞はいなくなるという意味で、多く
の場合には、当てはまりますが、今あげたような事
象には適用できないということで、寿命の普遍的な
定義にはならないのではないでしょうか。そういう
意味でも、寿命の定義は有性生殖の定義と深く関係
します。

三井－ 13
　高木さんは、今、「三井さんは、ゲノムの同一性が
保たれているのなら寿命は無いと言われますが、そ
れは違う」と指摘していますが、そうした内容は発
言していません。高木－ 10 においても、「三井さん
の定義だとオートガミーのあと寿命は無いことにな
ります」と言っています。もしかして、高木さんは、
私の発言と違う言葉を使い、違う内容で、解釈して
いませんか？私は、寿命の定義を 「遺伝子の組み換え
等によって、同一のゲノム編成と機能の個体（細胞）
が消失する事」としています。言い換えれば、「同一
ゲノムを維持してずっと生殖出来る細菌や無性生殖
生物は、寿命が無い」と結論できます、と三井－８
で述べています。その定義からは「結果的にオート
ガミーが断続してクローンが途絶えれば、そこで同
一ゲノムが失われるので、その生物は有限寿命だっ
たと云えますが、 永遠にオートガミーを継続している
間はゲノム同一性がずっと保たれているので、その
間は寿命が来ていない」となります。そのことを三
井－ 12 で既に、「私の定義からは、同一クローンが
繰り返しオートガミーを継続できている間は、寿命
が無いことで、良いのです。一方、次のオートガミー
が無くて、同一ゲノムを継続できなくなれば、寿命
が尽きたと云う定義なのです。」と述べている次第で
す。くり返しは避けなくてはなりません。
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高木－ 14
　今の発言で、なぜ二人の議論が噛み合わないのか
が分かりました。生物の寿命には、細胞の寿命、個
体の寿命、種の寿命など違ったレベルの寿命がある
が、どのレベルにも通じる「寿命」の定義を論じて
おられる三井さんに対して、私はオートガミーが話
題になった時点で、個体またはクローンの寿命とい
う一世代に限っての寿命を論じていました。問題は、
現実に存在する寿命を、定義の用語に忠実であるこ
とによって無意味な内容にしてしまっていることで
す。「次のオートガミーが無くて、同一ゲノムを継続
できなくなれば、寿命が尽きたと云う定義」では、「次
のオートガミーが無ければゲノムの如何にかかわら
ず寿命が尽きる」という現実を無視することになっ
てしまうからです。

三井－ 14
　無視ではなく、包含しているとご理解ください。
オートガミーで同一ゲノム編成を維持できるヨツヒ
メゾウリムシは種として、基本的に寿命の無い生物
ですが、オートガミーの出来なかった特殊な状況の
個体群は寿命が尽きると理解しています。
　又、バクテリアの項でも誤解です。私の定義と三
井－ 12、三井－９を注意深く読んで下さい。バクテ
リアが、基本的に無限寿命の生物として生きている
のは、私の定義から明白です。接合はめったに起こ
りませんが、仮に、Hfr 系統でゲノムに外部遺伝子が
挿入された個体の場合、その直後からは新しい細胞
体として、再出発ですから、その時において、前の
個体の寿命は尽きましたが、それは重要でありませ
ん。同一クローン（ゲノムの同一な個体）が継続し
ているから、種としては無限寿命生物です。語句の
些細な違いが定義に決定的です。
　ゲノム編成が同一性を保つ間だけを寿命と定義し
ているので、その後の無限性や有限性を“予測する”
ものでは有りません。
　今、私達は寿命の定義を纏めているところですか
ら、私の寿命の定義に無い“有性生殖”や“無性生殖”
の定義を私の方から述べる段階にないのです。是非
先を急いで、議論しましょう。

高木－ 15
　バクテリアは基本的に無限寿命の（寿命をもたな
い）生物だというのはその通りですが、その認識は

「ゲノム編成が同一性を保つ間だけを寿命」とする定
義に反しませんか？ 絶えず突然変異を取り込み、そ
の適応性を素早く検証しながら分裂を続けるバクテ
リアは、絶えずゲノムの同一性を破りながら自己を
継続していくという生存戦略をとっているからです。
ｎ回分裂したバクテリアと２ｎ回分裂したバクテリ
アは決して同じゲノム構成ではないので、「同一ゲノ
ムを維持して生殖できる」から「寿命が無い」ので

はなく、「ゲノムの変化を許容しながら無性生殖を無
限に継続できる」生物ではないでしょうか。

三井－ 15
　突然変異はどこにでも起こりますから、完全に同
一の塩基配列を持つ事が、あり得ない事は明白です。
三井－８の寿命の定義は、『遺伝子の組み換え等に
よって、同一のゲノム編成と機能の個体（細胞）が
消失する事』です。機能にさして変動の無い突然変
異を包含して同一のゲノム編成と称します。特に機
能的に大きな変動に至った上、其の個体が survive し
てくれば、進化上は変異種、新種とか云われるでしょ
う。　
　又、『「－－－－」から「寿命が無い」のではなく、』と
の発言は指摘が間違っています。「同一ゲノムを維持
してずっと生殖出来る生物は、寿命が無い」と称し
ています。“から”という因果の言葉を含まない事が
大事なのです。

高木－ 16
　実を言うと、「寿命とは自己同一性の持続期間であ
る」という定義は、拙著『寿命論』の冒頭で掲げた
私自身の定義でした。自己同一性の持続期間とは、
ＤＮＡが「半保存的複製」によって自己同一性を維
持しうる無性生殖の継続期間という意味でした。有
性生殖が起こると、通常は自己同一性が破れ、親か
ら子への世代交代が起こります。したがって「寿命
とは有性生殖のあとの、“その世代の” 自己同一性の
継続期間である」というのと同じ意味になります。
　ところがゾウリムシで「オートガミーという有性
生殖」が起こると、遺伝的同一性が保たれながら、
世代は交代します。つまり「自己同一性の持続期間」
が“その世代の自己同一性”にとどまらず、世代を
こえて自己同一性が継続してしまうので、三井さん
が言われるように、「オートガミーを継続できている
間は寿命が無い」ことになります。つまり、この定
義では、オートガミーのあとの未熟期・成熟期・老
衰期を経てクローン死に至る無性生殖過程の有限性
としての寿命という現象を捉えられないということ
で、高木－ 7 で述べたような定義になりました。

三井－ 16
　何度もくり返しです。クローン死にいたる場合に
ついては、「一方、次のオートガミーが無くて、同一
ゲノムを継続できなくなれば、（それは）寿命が尽き
たと云う定義なのです。」と三井－ 12 で、明言して
います。結局、オートガミーの後は、どちらでも起
こる訳ですね。それを踏まえています。高木さんの
考えに、私の定義が合わないと思っている事は、わ
かっています。だけど私の定義も、私の論理の中で、
完結しているのです。その内容的な差異が有性生殖
の捉え方で、それは大変に重要ですから、次の議論
に進みましょうよ。



－ 44 －

　高木さんが、寿命を定義して「自己同一性の持続
時間」と考えた事があるようですね。自己とは何を
指すか、また私と同じ意味になるのか疑問ですが、
私の定義は、「同一のゲノム編成の個体が消失する事」
としていますが、実はこのままでは、問題が出ます。
例えば、近交系（実質的には純系）マウスが飼育さ
れている間、或は、クローン動物の世代間連続中は、
同一ゲノム編成なので、寿命が無いことになります。
更には、ヒト iPSC 経由で個体を作り、以前の記憶
すべてを移行できたら、意識上の自己同一性と同一
ゲノムを持つ個体が継続します。それは寿命が永続
していると、当人にも認識されるでしょう。しかし、
こんな未来技術を想定した万全の寿命の定義は出来
ません。
　そこで、三井－３、高木－５、三井－６で互いに
合意したように、操作した生物でなく、自然界の生
物での寿命を定義する事になっています。
　さてその前提で、繊毛虫の中でも特異なヨツヒメ
ゾウリムシの特異なオートガミーを、どう考えるか
です。高木－ 12 の説明では、ヨツヒメゾウリムシを
自然界で採取すると、遺伝子構成がホモになった集
団だけ（マイナーな突然変異は別として）存在する
ことになりますが、不思議ですね。私は環境圧に堪
えて、進化する生物繁殖の戦略は、異型の接合（受精）
によるヘテロの維持だと思うからです。そこで、自
分的には、オートガミーの永遠継続は、自然界に無
いから操作による無限寿命と、位置付けたいのです。
　しかしここでは高木さんが正しいとして、オート
ガミー継続中の寿命を考えます。この点は、『三井さ
んが言われるように、「オートガミーを継続できてい
る間は寿命が無い」』 となってしまって、オートガミー
という有性生殖のあとに寿命が来る事と矛盾するの
で、高木－７の定義に考え直したとのことですね。
私は、有性生殖の考えが高木さんと異なるので、矛
盾なく、私の定義で完結します。この認識の違いこ
そ、後で、重要な議論を生むと思います。一方、オー
トガミーが途絶えたときは、結果としてそのクロー
ン全体に細胞死が来るので、そのクローンに寿命が
尽きたと云えますね。だけど、種としては、オート
ガミーを継続して、同一のゲノム編成を維持し続け
るなら、寿命の無い生物になります。ヨツヒメゾウ
リムシが事実上は接合しないなら、私はどちらかと
云えば、無性生殖生物に分類したくなります。ここは、
議論の有るところでしょう。
　そこで、高木さんから、有性生殖のお話を伺いま
しょう。　

高木－ 17
　一般に「有性生殖」とは「異なる性が分け持つ遺
伝子の半分を混ぜ合わすことによって、遺伝的に多
様な次世代を作りだす過程」と理解されています。
つまり有性生殖の説明の中には、「性の分化」、「減数
分裂と受精」、「遺伝的多様化」、「世代交代（若返り）」

といった現象が含まれ、一般にはそのすべてが有性
生殖の必要条件とされます。ところがオートガミー
では「減数分裂と受精」、「世代交代（若返り）」だけ
が見られ、「性の分化」、「遺伝的多様化」は見られま
せん。そこから考察を深めて「減数分裂と受精」が
有性生殖のエッセンスだと認識するに至りました。
したがって有性生殖の定義をするなら「減数分裂と
受精を伴う過程」となります。寿命の定義として前
に述べた「有性生殖に始まる体細胞系列の有限性」は、

「有性生殖のあとの“その世代の” 自己同一性の継続
期間」の意味も含んでいます。
　三井さんは以前から、「オートガミーは有性生殖で
はない」と主張されていましたが、今でもその主張
は変わりませんか？

三井－ 17
　オートガミーでは一個の細胞内だけで若返りが起
こるので、いわれた親と子の個体区別は無いでしょ
う。私の解釈では、クローン途中に増殖能の若返り
波動が有るだけで、寿命の定義、意義と矛盾せず、
困りません。
　高木さんにとって、問題は、高木さんの定義に有
る“有性生殖”を、どう捉えるかですね。有性生殖
の定義論に入りましょう。
　私は、当然ながら、高木さんの挙げた４つの条件
すべてを満たすことが有性生殖と称する必要条件と
しています。特に「性の分化」は“有性”との言葉
を使うからには必須で、「遺伝的多様化」は、進化上
の適応意義から必須です。そのどちらも無いオート
ガミーは、名乗る資格が無いと、定義します。　
　高木さんは有性生殖のエッセンス、又その定義を

「減数分裂と受精を伴う過程」としていますが、ヒメ
ゾウリムシのオートガミーでは（接合と違って）、受
精は無いですよね。一個の細胞内で、同一遺伝子編
成をもつ半数核が融合する現象ですから、私は受精
と呼びません。
　それにしても、このような減数分裂と核の融合に
依って生ずる過程は、大変なコストが掛かります。
その結果、遺伝子組み替えによる多様化がなく、全
部ホモだとしたら、其の生物にとって、コストに見
合うメリットは、一体何でしょうか？メリット無し
に、選択圧から survive できますか？　
　「オートガミーは有性生殖ではない」と、私が公言
したことは無いと思います。ただ、上記理由から、
定義上、自分はそう呼ばないだけです。高木さんは
違う定義をしたから、そのように称する訳ですから、
否定し合う事も無いでしょう。

高木－ 18
　いま三井さんが言われたことは、大変重要な指摘
を含んでいますので、この時点でコメントさせて下
さい。
　まず、オートガミーで若返りが起こるということ
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は、親から子に世代が移行するということです。成
熟期もしくは老衰期のはじめにオートガミーが起こ
ると、その子は若返って未熟期から次の世代をスター
トさせます。
　次に「オートガミーでは（接合と違って）受精は
無い」というのは違います。受精とは配偶子（配偶核）
の融合ですが、同一遺伝子組成をもつ半数核は配偶
核で、その融合は受精です。接合では配偶核の一方

（移動核）を接合相手に送り込み、もう一方（静止核）
と融合し受精核をつくります。移動核の移行直前に
人為的に接合対を切り離すと、二つの配偶核が同じ
細胞内で融合して受精核を作ります。つまり人為的
にオートガミーが誘導でき、この細胞は（接合した
細胞と同様）、未熟期・成熟期・老衰期を経てクロー
ン死を迎えます。

三井－ 18
　私は、異なったゲノム構成を持つ半数核二つが融
合して、親とは違う新しい遺伝子構成に、再編成さ
れる事を受精と呼んでいる為、オートガミーが受精
するとは云わないだけです。一方、ゾウリムシにも
多彩な系統があって、一般には接合するので、異なっ
た配偶核が融合するその場合は、受精と呼んでも私
は良いのです。
　高木さんには、この両者を区別するのが許せない
のかも知れませんね。
　それに関連して、オートガミー能力の分裂回数依
存性と核融合に伴うその初期化は、どんなメカニズ
ムなんでしょうね。私が想定したイメージは、ヒト
細胞でもおこる体細胞の分化と初期化との類似性で
す。その機序に同一ファミリーの分子が関わってい
たら、相同性が証明されます。高木さんは関わる分
子をどう考えて、有性生殖との相同性をいいますか？
　

高木－ 19
　生物の世界では受精の様式も様々で、同一ゲノム
の配偶子（核）の融合による受精はオートガミーに
限ったことではない、ということだけを指摘して、
次のコメントに移ります。
　オートガミーの「コストに見合ったメリット」で
すが、オートガミーは極めて優れた「突然変異の有
用性の検証システム」として、進化的メリットをも
ちます。簡単に言うと次のようなことです。突然変
異は唯一とも言える“進化資源”で、これをうまく
利用できるかどうかは生存戦略として大きな意味を
持ちます。例えばAA 遺伝子が突然変異でAa に変
化したとき、a 遺伝子が有益か有害かを検証するには、
有性生殖でaa 遺伝子をもつゾウリムシをつくること
です。オートガミーはAA：aa ＝ 1：1 の割合（50％）
でaa ホモを作ることができます。これが選択圧にさ
らされ、生き残れるかどうかをテストされます。

三井－ 19
　私は、集団としての寿命という意識が強いと思い
ます。オートガミーがホモを基本とするなら、メリッ
トを突然変異の有効利用に求めるのは余り納得でき
ません。バクテリアでは、頻繁にやっている事です。

高木－ 20
　ゲノムサイズの小さい１倍体のバクテリアの突然
変異有効利用法は、ゲノムサイズの大きい２倍体の
生殖核をもつゾウリムシには適用できません。オー
トガミーがホモの２倍体を基本とするが故に、突然
変異でヘテロになったときに、ホモに戻すことで有
効性の検証ができるのです。
　ところで、バクテリアの接合は「性の分化」、「遺
伝的多様化」を伴いますが、三井さんがバクテリア
の接合を有性生殖と認めないというのも、やはり４
つの条件すべてを満たしていないから、ということ
でしょうか？バクテリアの接合を有性生殖の起源と
みなす研究者が多いのですが、それも否定されます
か？

三井－ 20
　メリットとして高木さんが突然変異の有効利用法
をあげたけど、それは人間からの立場です。どの生
物も複数の突然変異体と親株ができ、選択圧に晒さ
れ survivor が進化します。 有性生殖こそ将に飛躍
的に多様な変異体を生む仕組みとして、有意義です。
オートガミーはその飛躍的多様化に欠けると思いま
した。
　一方、バクテリアの接合を、私は有性生殖と呼ん
ではいません。理由は、減数分裂と受精（接合）に
欠けるのが、定義に外れるからです。
　バクテリアの接合は、多彩な現象を含みますね。
多剤耐性を付与するプラスミドの挿入から、酵母等
への水平伝達も接合の一部として解析され、そのよ
うに称されますが、これらを有性生殖とは考えませ
ん。
　バクテリアにおける異なる型を性の分化の原点と
か云われますが、その接合は受精に相当するとは思っ
ていません。私の定義からの判断です。
　但し、起原を論じるとなると、話は別です。バク
テリアもオートガミーも高木さんが気にしているの
は起原の問題でしょうか。いよいよ、寿命の起原、
有性生殖の起原を、論じることになりますか？
　その前に、ベニクラゲは、有性生殖しますが、無
限寿命を持つ生物として、紹介されています。環境
によって、成熟個体がポリプ期に退行し、また成熟
に進む事を繰り返せる様です。遺伝子配列の変化が
無いか実証できます。高木さんからの定義では、ど
うなリますか？
　

高木－ 21
　正確に言うと、ベニクラゲは、有性生殖を経て個
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体寿命をもつ生活史のほかに、有性生殖を経ずに無
限寿命を持つ生活史も存在するという報告です。私
の寿命の定義からすれば、有性生殖をすれば寿命を
もつし、有性生殖をしなければ寿命をもたないとい
うことなので、この現象は定義がそのままあてはま
ります。しかし、ベニクラゲの報告は、“発生過程の
逆行”をする“不死の多細胞動物”の発見というこ
とで、私も大変驚きました。クラゲの発生過程（無
性生殖過程）はヒドラ型（ポリプ期）からクラゲ型
へという一方向性で、逆の、クラゲ型がヒドラ型に
なる変化は有性生殖を経ないと起こりません。その
常識に反して、有性生殖無しに逆向きの退行的変化
が起こったということで、私は発見者（京都大学白
浜臨海実験所の久保田信さん）を訪問して、色々詳
しく話を聞きました。結論を言うと、本当に「有性
生殖無しに」と断定できるかどうかは未定で、遺伝
子配列の変化の有無を検証してくれる人を求めてお
られました。
　厳密に言うと、オートガミーがそうであったよう
に、遺伝子配列の変化がなくても有性生殖が無いと
いう証明にはならないのですが、遺伝子配列の変化
を検証できれば、有性生殖を見逃していた可能性が
高くなります。

三井－ 21
　やはり、ベニクラゲの次世代に、遺伝子構成の変
化が有れば、私の定義からは有限寿命だったと結論
します。高木さんは、有性生殖の可能性を予想し、
有限寿命かもしれないと云う訳ですね。
　ところで、ヒドラは普通、出芽で無性的に増殖し
ますが、有性生殖もします。高木さんは有性生殖に
つづく体細胞系列は有限だと言われますが、体細胞
から生殖細胞を作り出す能力があるベニクラゲやヒ
ドラでは、寿命が無くなるのでは？と思いました。
クローンマウスの 26 代繁殖は、潜在的な可能性を哺
乳類で実証したのでしょう。これは操作生物での人
為的な無限寿命化ですね。

高木－ 22
　二つの「ですね」に対する応答は、両方とも「そ
うですね」です。
　ミミズやプラナリアの体は生殖器官の位置が決
まっていますが、生殖器官を含まない断片からでも、
生殖器官を含む体全体が再生します。つまり体細胞

（ソーマ）から生殖細胞（ジャーム）を作るように見
える現象は、さほど珍しいわけではありません。し
かしこの現象が本当にソーマからジャームへの転換
なのかどうかは別問題です。
　プラナリアでは、「新生細胞（ネオブラスト）」と
呼ばれる全能性の幹細胞が体中に分布していて、再
生現象の本質は、再生断片に含まれる新生細胞から
の新生だということです。新生細胞だけが分裂性の
体細胞で、生殖細胞も作りますから、この“体細胞”

がジャームで、他の非分裂性の体細胞がソーマだと
言えます。
　少なくともプラナリアの再生には、ソーマから
ジャームへの転換は無さそうですが、ミミズの場合に
は分化転換という用語で呼ばれるソーマからジャー
ムへの転換の可能性は否定できません。
　クローンマウスや iPS マウスは、ソーマからジャー
ムへの転換に相当しますが、有性生殖に特有の初期
化を人工的に行いますから、自然現象とは区別して
考えるべきだと思います。

三井－ 22
　やはり体細胞と云う言葉は、曖昧ですね。生殖細
胞とは異なるが、生殖細胞さえ作りだす万能細胞が
体内に残存し、普通は体細胞（新生細胞、幹細胞）
と呼ばれてしまっているか、体細胞が分化転換（初
期化を含む）して、ジャームになり得る事を考える
べきですね。そうなると、高木さんの寿命の定義に
ある「体細胞系列の有限性」が、正確な記述か気に
なります。　

高木－ 23
　ご指摘の通りで、ヒトの体細胞も、人工的処理を
行えば万能性の iPS 細胞をつくりうるということで、
ポテンシャルとしてはプラナリアの新生細胞的な能
力を秘めていることが分かります。現実にはその能
力を、システムとして抑制しているのだろうと考え
ています。「体細胞系列の有限性」は、有性生殖のあ
と、次世代に受け渡される生殖細胞系列と、その世
代限りで使い捨てにされる体細胞系列との分化の問
題、もしくはシステムとして保護される生殖細胞系
列と、生存抑制を受ける体細胞系列の分化の問題と
して扱うことで、正確な記述に近づけるのかな、と
思っていますが具体的なアイデアはありません。
　三井－ 18 で初期化のメカニズムについてご質問さ
れましたが、オートガミーで若返りをもたらすメカ
ニズムについては全く分かっていません。iPS やク
ローンでの初期化が重要なヒントを与えてくれるの
ではないかと期待しているところです。この件につ
いては、三井さんに色々教えて頂きたいと思ってい
ます。

コメント（ 後藤 ）
　対談３は主に寿命の普遍的定義が議論の対象のよ
うに思います。それぞれ、寿命を「ゲノムの同一性
が保たれる間」（三井）あるいは「有性生殖に始まる
体細胞系列の有限性（後藤理解：存続期間）」（高木）
と定義しています。この定義は成虫の体細胞のほと
んどが非分裂である老化モデル動物の線虫やショ
ウジョウバエの細胞および個体の寿命にも当てはま
るようにみえますが、対談では敢えて言及されてい
ません。一方、この定義を出芽で増える酵母あるい
は受精なしで増える場合がある植物に当てはめると
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どうなるか。母細胞から娘細胞へと同一遺伝子を伝
える出芽酵母も受精なしで増える植物も寿命がある
と考えられていると思いますが、ゲノムの同一性か
ら考えると寿命がない（無限寿命をもつ）ことにな
り、全ての生物に当てはまる普遍的定義を考えるの
は難しいと思います。僕は出芽酵母や植物の寿命お
よび老化は動物の場合とは定義も仕組みも根本的に
異なっていると考えています。さらに、昆虫や線虫
の場合、高木－７の意見にもかかわらず僕は成虫期
間を寿命と考えるのがいいと思います。寿命の定義
を問題にする場合、老化が念頭にあると思いますが、
例えばある種の昆虫では成虫期間はさほど違わなく
ても、幼虫期間は大幅に違うことがあり、その期間
を含めた老化の仕組みをヒトなどの哺乳類（通常は
誕生後の生存期間を寿命としている）の場合と比較
することは困難だと考えられるからです。

コメント （ 重本 ）　　
　動物の場合は生殖細胞を維持するために、種々の
細胞・器官を進化の過程で獲得していますが、その
機能が維持できなくなれば生殖細胞の寿命が尽きま
す。つまり、動物では生殖細胞の寿命はそれ以外の
体細胞群に完全に依存しています。しかも体細胞群
が生殖細胞を維持するために、例えば免疫系の突然
変異や遺伝子リアレンジメント、他の体細胞でもエ
ピジェネティクな変異により遺伝子機能の多様性を
確保しているわけですが、その結果、生殖細胞の「ゲ
ノムの同一性が保たれる間」と「（DNA の）自己同
一性の持続期間」が確保されるのでお二人の寿命の
定義が動物にも当てはまると考えます。

　ただ、動物の個体レベルの観点で研究を行ってい
る者として、体細胞群が生殖細胞の寿命を決定する
主体であるということが正しいとするならば、寿命
の決定する因子の主たる研究対象は生殖細胞ではな
く体細胞群となります。
　そこで、寿命の定義が複雑になり他の生物とは異
なる解釈が生じるのではないかという印象を受けま
した。

終わりに　（三井）
　私達がいろいろな生物モデルを使って、寿命を語
り、その解析、研究をするにあたっては、互いに共
通した寿命の定義、有性生殖の定義、体細胞（生殖
細胞）の概念が必要だと、実感しますね。本対談では、
進化の大きな視野から論じたかと思うと、自系接合

（オートガミー）の細微な議論も有りました。しかも
対談者の認識が一致する点と大きな違いの有る点も、
明白になりました。その点で学会員の皆様も、異議
を覚えたり、拍手したリと、様々な応答でしょう。
　これらの寿命論議では、普遍的に通用する定義な
ど、一般論が述べられました。しかし、個別の生物
種に関して、個別に考える必要も有るでしょう。そ
こで、次回は、いよいよ老化、寿命研究に使う生物
モデルについて、人の老化、寿命の仕組みを解明す
る際の位置づけや、特異な役割を考えられたら幸い
です。
 
　違った視点を知る事は大変に重要です。是非、編
集委員に応答、ご意見を積極的にお寄せくださり、
議論に参加しましょう。


