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２. 著者による校正は、総説、研究報告、トピックスについてのみ１回行う。その際の追加、変更は出来ない。
３. 本誌に掲載された記事の著作権は、日本基礎老化学会に帰属する。但し、自分の著作を使用する場合には、本学会

に断り無く自由に使用できる。
４. 目次、総説と研究報告の要旨、およびトピックスはインターネットのホームページに掲載される。発行後２年経過し
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執　筆　要　領
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用した順とし、記載は以下の通りとする。未発表論文、私信は末尾文献リストには加えず、本文中の該当す
る位置に［　］で括って表示する。 
１．Sun J and Tower J. FLP recombinase-mediated induction of Cu/Zn-superoxide dismutase transgene 
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６） 図、表、写真：そのまま印刷できるものに限る（手書きのもの受け付けない）。文献から引用する場合は、引
用を明記すると共に、引用の許可が必要な場合には、著者の責任で許可を取っておくこと（許可証のコピーを
原稿と共に提出すること）。白黒またはグレースケールが原則。

７） 図、写真にはタイトルと説明文を付ける。
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第 37 回日本基礎老化学会大会のご案内

　日本基礎老化学会の第 37 回大会は、2014 年６月 26 日（木）・27 日（金）にあいち健康プラザ（愛知県知多郡東浦町）
にて開催します。多くの会員のご参加と活発なディスカッションを期待しております。
　本大会では、国内外の当該領域の研究者が一同に会し、「基礎老化研究との対話と開化」をテーマとして、ポス
ターを含む一般演題発表、シンポジウム、ランチョンセミナー等を通して、これまでの基礎老化研究の原点と今
後の方向性を同時に考察することで、一つ一つの老化研究がどのように発展していくのかについて議論を深めた
いと考えています。

【開催要領】

大 会 長：丸山光生（国立長寿医療研究センター研究所）
会　　期：2014 年６月 26 日（木）・27 日（金）
会　　場：あいち健康プラザ　健康科学館
　　　　　愛知県知多郡東浦町森岡字源吾山 1-1
　　　　　http://www.ahv.pref.aichi.jp
事 務 局：〒 474-8511 愛知県大府市森岡町源吾 35
　　　　　国立長寿医療研究センター研究所
　　　　　老化機構研究部内
　　　　　第 37 回日本基礎老化学会大会事務局
　　　　　担当：岡山美和子
E - m a i l：jsbg2014@ncgg.go.jp
ホームページ：http://www.2014annual.jsbmg.jp

【プログラム概要（予定）】

　＜前　　日＞６月 25 日（水）

　　　　　　　 理事会 （国立長寿医療研究センター内　会議室）

　＜第１日目＞６月 26 日（木）

　　　　　　　一般演題（口頭・ポスター）、シンポジウム、ランチョンセミナー、懇親会

　＜第２日目＞６月 27 日（金）

　　　　　　　一般演題（口頭・ポスター）、シンポジウム、ランチョンセミナー、評議員会、総会

【一般演題募集】

　締切日：2014 年２月 28 日（金）

　演題登録・要旨は、第 37 回日本基礎老化学会大会ホームページ（http://jsbg2014.jsbmg.jp）よりお申し込み
下さい。原則的に一般演題はオンライン申請によるポスター発表のみとする予定です。また、本大会では、原則
40 歳以下の発表者は全て若手奨励賞対象とします。ご登録頂いた要旨は、大会事務局のプログラム委員会に於い
て査読し、採択の可否、発表形式（一部の演題については口頭発表もお願いする予定です）、発表日時等を決定い
たします。
　一般演題の発表者は、当学会会員であること、原則として 2014（平成 26）年度までの年会費の未納がないこと
が条件です。発表を希望される方は、2013（平成 25）年度分までの年会費に未納がないことをご確認の上、2014

（平成 26）年度の年会費をお早めに納入して下さい。尚、本学会の会計年度は 4 月１日〜 3 月 31 日です。
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【事前参加登録費】

　締切日：2014 年 5 月 30 日（金）

　大会事前参加登録費振込期間　2014 年 4 月 1 日（火）より 2014 年 5 月 30 日（金）まで

　　●大会事前参加登録費

　 事前参加登録費 当日参加登録費

正会員
一般 8,000 円 10,000 円

学生 4,000 円 5,000 円

非会員
一般 11,000 円 12,000 円

学生 5,000 円 6,000 円

【懇親会】

　　日時：2014 年６月 26 日（木）　18:00 〜 20:00

　　会場：あいち健康プラザ　健康宿泊館 11 階　展望レストラン「和み」

　締切日：2014 年 5 月 30 日（金）

      
　懇親会事前参加登録費振込期間　2014 年４月１日（火）より 2014 年５月 30 日（金）まで

　　●懇親会事前参加費 

　　　　　4,500 円（当日 5,000 円）

※ 2014 年５月 31 日（土）以降の大会・懇親会のお申し込みは、大会当日会場にて当日参加登録をして下さい。
※事前参加登録方法、送金方法等の詳細につきましては、大会ホームページをご覧下さい。
※大会事前参加登録費と懇親会事前参加登録費の同時振り込みにご協力お願いいたします。

【その他】

　本大会の最新情報や詳しい案内は、大会ホームページで順次掲載していく予定です。
　また、大会に関しましてご不明な点がございましたら、大会事務局（E-mail：jsbg2014@ncgg.go.jp）までお問
い合わせ下さい。



－ 3 －

１． はじめに
　ヒトの癌の約 50% に変異が認められる癌抑制遺伝子
p53 は、多種多様な生体ストレスから細胞を守り、癌を
防ぐ働きから Cellular gatekeeper とも呼ばれている。
DNA 損傷や癌遺伝子の活性化、酸化ストレス、栄養飢
餓など、さまざまな刺激を受け活性化された p53 は、主
に細胞周期停止やアポトーシス、細胞老化の誘導を介し
てその機能を発揮する。さらに近年では、解糖系や酸化
的リン酸化、グルタミン代謝、インスリン感受性、核酸
代謝、脂肪酸代謝、抗酸化作用、ミトコンドリア品質管
理、オートファジーなど多くの細胞内代謝に関与するこ
とが明らかになってきた [1]。興味深いことに、p53 が
細胞周期停止やアポトーシス、細胞老化の誘導を引き起
こさない場合にも、エネルギー代謝や抗酸化作用の調節
を介して、癌抑制機能を発揮することも報告された [2]。
　p53 による多彩な細胞応答のメカニズムには、いまだ
不明な部分も多いが、p53 が転写因子として機能し、細
胞ストレスの種類や強さに応じて、異なる下流遺伝子を
選択的に転写活性化すると考えられている。このとき、
p53 の活性は、コアチベーターやコリプレッサーのリク

ルートを介し、アセチル化、ユビキチン化、リン酸化、
メチル化、SUMO 化、Nedd 化などの翻訳後修飾や蛋白
- 蛋白間の相互作用、蛋白の安定化などにより微細に調
節されている [3]。
　また、Purvis らは、γ線照射モデルを用いて、p53 に
よる細胞応答が、p53 の活性化のダイナミクスのパター
ンにより異なることを見いだした [4]。p53 がパルス状
に活性化を受ける場合には細胞周期停止が誘導され、そ
の活性化が持続した状態では、細胞老化が誘導されやす
いことを報告している。
　このように新たな機能やメカニズムが次々と明らかに
なり、p53 はその発見から 30 年以上の間、注目され続
けている。その多彩な機能の中で、本稿では細胞老化制
御に着目し、SASP や代謝調節との関わりを中心に、そ
のメカニズムについて概説する。

２．細胞老化とは
　正常な体細胞は、継代培養を繰り返すと、一定の回
数細胞分裂した後、不可逆的に細胞周期を停止する。
これはテロメア短縮によって引き起こされ、分裂寿命

（replicative senescence）と呼ばれる [5]。また、増殖能
を持った正常細胞でも、DNA 損傷や酸化ストレス、癌
遺伝子産物 Ras による過剰な増殖刺激などにより、同
様の現象が生じる。これはテロメアの短小化を伴わ
ず、早期細胞老化（premature senescence）とよばれ
る。原因により stress- or oncogene-induced premature 
senescence （SIPS/OIS）ともいわれるが、これらは癌

基礎老化研究 38（1）; 3－9 , 2014
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癌抑制遺伝子 p53 による老化と代謝制御のメカニズム

橋本　直子、田中　知明
千葉大学大学院医学研究院　細胞治療内科学

要約
　癌抑制遺伝子 p53 は、細胞ストレスの程度に応じて細胞周期停止、アポトーシス、代謝調
節、細胞老化誘導など、多彩な細胞応答を引き起こす。これは、p53 が転写因子として作用し、
リン酸化・アセチル化などの翻訳後修飾を介して、機能の異なる多様な下流遺伝子を使い分
けることで調節されている。細胞老化は、正常な体細胞が不可逆的な細胞増殖停止の状態に
陥る現象であり、テロメア短縮、酸化ストレスなど、回復不可能な DNA 損傷により生じる
ことから、発癌予防機構の一つとして考えられている。老化した細胞では、炎症性サイトカ
イン、成長因子などの分泌蛋白の合成や細胞内代謝動態にも様々な変化が生じているが、最
近の研究においてp53の代謝調節機能が細胞老化の制御に密接に関わることが分かってきた。
また、マウスモデルの研究やヒトの疫学研究から、p53 が癌抑制機能のほか、個体老化にも
影響を与えることが示されている。本稿では、p53 による細胞老化におけるシグナル調節機
構や細胞内代謝制御を中心に、最近の知見を紹介する

キーワード： p53, senescence, aging, metabolism, SASP

連絡先：田中知明　〒 260-8670
千葉市中央区亥鼻 1-8-1
Tel: 043-226-2092    
Fax: 043-226-2095
E-mail：tomoaki@restaff.chiba-u.jp　



－ 4 －

抑制機構と考えられている。加齢に伴い、組織、臓器に
おいても老化細胞の割合が増加することが報告されてお
り、細胞老化は個体の老化や老化関連疾患の病態にも関
与すると考えられている。
　老化した細胞は、扁平で広がった形態を示し、多核細
胞も認められる。通常 G １期の状態でとどまるが、その細
胞内代謝は活発であり、Senescence associated secretory 
phenotype （SASP）と呼ばれる炎症性サイトカインなど
のタンパク質分泌現象がみられることも特徴的である。老
化細胞では、細胞周期関連の遺伝子発現が劇的に変化す
る。 特 に cyclin –dependent kinase inhibitors（CDKIs）
の p21/CDKN1A や p16（CDKN2A）の発現が増加する
ことが特徴である。そのほか、Senescence associated 
heterochromatin foci（SAHF） とよばれる斑点状のヘ
テロクロマチン構造も特徴とされ、E2F など増殖を促
進する遺伝子の発現の抑制に関与すると考えられている
[6, 7] 。しかし、マウス胎児線維芽細胞では SAHF は生
じず [8]、また老化細胞でも SAHF を認めない場合もあ
り、細胞老化誘導と必ずしも関連しないという報告もあ
る。

３．細胞老化と p53
　では、どのようにして細胞は老化するのだろうか。テ
ロメア短縮や放射線、発癌物質や酸化ストレスなどは、
DNA 損傷反応（DNA-damage response : DDR）を引き
起こし、主に p53 経路を介した細胞老化誘導のきっかけ
となる。二本鎖 DNA 傷害（double-strand breaks DSBs）
は、細胞周期を停止させ、可能であれば修復を試みる
が、修復不可能な DNA 損傷の場合には、アポトーシスや
細胞老化誘導が生じる。DDR には ataxia telangiectasia 
mutated（ATM）と checkpoint-2 （CHK2）などのキナーゼ、
53BP1 や mediator of DNA damage checkpoint protein-1

（MDC1）などアダプター蛋白、γ -H2AX などのクロマチ
ン修飾蛋白などが関与し、多くは、DNA 損傷部位に局在
する [9]。そこでまず働くのが p53 経路と考えられてい
る。p53 経路を阻害して老化細胞の細胞周期を進行させ
続けると、テロメア長は減少し続ける。やがてテロメア
DNA を喪失し重篤なゲノムの不安定性を引き起こし、
分裂崩壊とよばれる細胞死に陥ることが示されている
[9, 10]。
　また最近、癌遺伝子誘発性細胞老化（OIS）と多能性
の誘導の関連性が示唆されている [11]。iPS 細胞を誘導
する際、マウス線維芽細胞に山中４因子（Oct4, Sox2, 
Kl4, c-Myc）を導入すると p53 と p21 が高発現する [12] 。
p53-p21 経路や p16INK4A/ARF が iPS 化のバリアーとし
て働き、これらを抑制すると iPS 細胞の樹立効率が上昇
することから [12-17]、細胞老化が核初期化に拮抗的に作
用することもわかってきた [12]。

４．細胞老化における p53 経路
　細胞老化誘導では、p53/p21経路とp16INK4A-retinoblastoma 
protein （pRB）経路の二大経路が主要な役割を果たしてい
る。p53 経路は、p53 の分解を促進する E3 ユビキチンプ

ロテインリガーゼ HDM2、さらに HDM2 の活性を抑制す
る alternate-reading-frame protein （ARF）などの複数の
蛋白により調節されている。
　テロメア結合蛋白 telomere repeat binding factor 2 

（TRF2）は、ATM のリン酸化を抑えて、p53 を含む下
流シグナルの活性化を抑制している [18-20] 。分裂寿命
では、TRF2 などテロメア蛋白の不活性化に伴い、テ
ロメアが DNA 損傷末端として認識され、また早期細胞
老化では DNA 損傷などにより、ataxia-telangiectasia 
mutated （ATM）、p53 経 路 が 活 性 化 さ れ る [21, 22]。
ATM は、Chk2 の Thr68 をリン酸化して活性化し、さ
らに p53 の Ser15 などがリン酸化され、p53 シグナルの
活性化が生じる [23]。リン酸化のほか、p53 のアセチル
化も細胞老化誘導に重要と考えられている。DDR によ
り、p53 の N 末端のリン酸化と、アセチルトランスフェ
ラーゼ CBP/p300 との相互作用の促進が、p53 のアセチ
ル化を増加させる [24]。p53 のリン酸化抵抗性のマウス
モデルでは、細胞老化が抑制される [25] ことや、p53 の
３カ所のアセチル化残基の Lys を Arg に置換したマウ
スでは、細胞老化が誘導されないことなどから [2]、p53
のリン酸化やアセチル化が細胞老化促進的に作用する
ことが示されている。p53 の活性化は cyclin-dependent 
kinase inhibitors （CDKIs） の p21 や他の下流遺伝子の
転写活性化を介して不可逆的な細胞周期停止、細胞老化
を引き起こす（図１）。

５．SASP 調節と p53
　不可逆的に細胞周期を停止するにもかかわらず、老化
した細胞は、多くの生理活性を持ったタンパクを分泌
し、タンパク質分泌プログラム senescence-associated 
secretory phenotype （SASP）とよばれる [26] 。SASP
には、炎症性サイトカイン、ケモカイン、成長因子、プ

細胞老化シグナル
（テロメア短縮、癌遺伝子、酸化ストレスなど）

p53

p21

HDM2

ARF CHK2

ATM

p16

CDKs

Rb

E2F

p53
AcP

細胞老化誘導

図１　p53/p21、p16/Rb 経路による細胞老化調節
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ロテアーゼなどが含まれる。最近の研究で、SASP は
組織の修復、再生に働く一方で、老化関連疾患の促進
や発癌誘導、腫瘍の増大、epithelial-to mesenchymal 
transition （EMT）にも関与することが明らかとなった。
老化した線維芽細胞をマウスやヒトの上皮性腫瘍と混ぜ
て免疫不全マウスに注入すると、腫瘍の増殖が促進さ
れ、SASP との関連が示唆された [27-29]。このように、
SASP は二面性を有することから、一時的であれば免疫
作用により老化細胞が効果的に排除されるが、持続する
と老化関連の表現型を促進するのではないかと考えられ
ている [30]。
　SASP 分子の多くは、DDR が持続した場合に誘導され、
ATM、NBS1（Nigmegen breakage syndrome 1）、Chk2 
により正に調節されるほか [31, 32] 、nuclear factor κB 

（NF-κB）や C-EBP- βによっても制御されている [32-
35] 。また、興味深いことに、p53 は SASP に対して抑
制的に作用することが報告されている。SASP を発現し
ている老化細胞で p53 を不活性化すると、複数の SASP
因子の分泌が増加する（図２）。また、不可逆的に細胞
周期を停止して、p16INK4a を発現していない細胞で p53
を不活性化すると、増殖を再開するが、SASP は活性化
された状態が続き、さらにゲノムの不安定性も有するた
め、このような細胞は悪性化を起こす危険性が高い [30, 
31, 36]。

６．個体老化と p53
　前述のような培養系においてのみならず、個体レベル
でも p53 の老化や寿命に対する影響が徐々にわかってき
ている [37]。p53 の遺伝子改変マウスモデルの解析やヒ
トの p53 SNP の疫学研究から、p53 が癌のリスクに関与
するだけでなく、寿命にも影響することが示唆されてい
る。遺伝性早老症の一種、Hutchinson-Gilford progeria 
syndrome は、lamin A の変異がその原因となることが知
られている。lamin A のプロセシングに関わる Zmpste24

遺伝子をノックアウトしたマウスは短命である。また、
このマウスでは、p53 の反応増強や下流遺伝子の活性化
を認め、p53 の欠失により寿命短縮の表現型が一部キャ
ンセルされるため、p53 が個体老化にも関与することが
示唆されている [38, 39]。
 個体老化に対する p53 の影響は、p53 の活性の強さによ
り異なると考えられている。p53 を欠失したマウスでは
寿命の短縮が認められた [40] 。また、p53 遺伝子の一部
の欠失により持続的に p53 の活性化が生じる変異型 p53
マウス（p53+/m マウス、p44TG マウス）は、野生型に
比べて腫瘍形成の抑制能が高い一方、早期に老化徴候を
示した [41, 42]。これとは対照的に、野生型の p53 活性が
増加したマウスや、p53 遺伝子を１コピー余分に持った
スーパー p53 マウスでは、寿命への影響は見られなかっ
た [43]。また p53 を抑制的に調節する MDM2 の低下し
たマウス [44] や、p53 と p19ARF を各１コピー余分に持つ
スーパー p53/p19ARF マウス [45] でも、癌抑制は認められ
たが、老化への影響はみられなかった。スーパー p53 マ
ウスでは、老化個体でのテロメア損傷細胞の数は減少し
ており [46]、p53 や ARF の遺伝子発現により活性が増加
した p53 が、抗酸化作用により老化マウスの酸化損傷を
減弱し、老化を遅らせると考えられた [47]。生理的な老
化のように軽度のダメージの際には、p53 はその損傷を
除去することで、抗老化作用を示す。それに対して p53
の活性を調節できないほどの修復不可能な強い DNA 損
傷では、p53 による細胞の過剰な除去の結果、組織の再
生ができなくなり、早期老化が誘導されると考えられて
いる [37]。
　また、加齢に伴い癌の発生が増加することと関連して、
Feng らは、加齢に伴い p53 の機能が低下することを報
告している。若年マウスと老齢マウスに電離放射線を照
射して、脾臓組織を比較したところ、p53 や下流遺伝子
の発現が若年マウスに比べて老齢マウスでは低く、また
アポトーシスも少なかった。ATM の発現も老齢マウス
では低下していたことから、加齢により ATM-p53 シグ
ナルの低下が、加齢に伴う癌発生に関連するのではない
かと考えられている [48]。
　一方、ヒトの寿命や個体老化に対しても、p53 が影響
することが報告されている。p53 遺伝子は、コドン 72 の
遺伝子多型（single-nucleotide polymorphism :SNP）に
より、アルギニン（Arg） とプロリン（Pro）のいずれか
がコードされる。Arg 型はアポトーシス誘導能が強く、
Pro 型は、アポトーシス誘導活性は弱いが G1 停止を引
き起こし、p53 依存性の DNA 修復能が強く、コドン 72
の Arg を Pro に置換するとアポトーシス誘導能が低下
することが報告されている [49]。van Heemst らは、この
遺伝子多型のヒトの寿命への影響を報告した。メタ解析
の結果、Pro/Pro 型では発癌が Arg/Pro や Arg/Arg 型
に比べ増加していた [50]。また、85 歳以上を対象とした
前向き研究では、Arg/Pro 型または Arg/Arg 型に比べ
て、Pro/Pro 型では発癌が 2.5 倍増加したが、生存率も
41% 増加していた。また、20 歳から 95 歳を対象とした
Copenhagen city heart study でも、12 年間の生存率は、

ゲノム
ストレス
ゲノム
ストレス

DNA損傷応答

p53

p21

SASP

細胞周期停止
組織の修復
炎症の惹起
発癌促進

(ATM、NBS1、CHK2)

炎症性サイトカイン
ケモカイン
プロテアーゼ

老化細胞

癌抑制

図２　SASP 調節と p53
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Pro/Pro 型や Arg/Pro 型が Arg/Arg 型に比べて高かっ
た [51] 。これらの結果は p53 の遺伝子多型が p53 の活性
を介して、ヒトの寿命にも影響することを示唆している。

７．p53 による細胞内代謝調節を介した細胞老化
　テロメアの短縮とそれに伴う DNA 損傷が、ミトコ
ンドリアの機能障害を誘導し、抗酸化作用の減弱やエ
ネルギー産生反応の低下を引き起こすことが報告され
た。Sahin らは、テロメア短縮により p53 が活性化さ
れると、p53 がミトコンドリアの生合成の調節因子で
あ る peroxisome proliferator-activated receptor-γ co-
activator 1α（PGC1α）、PGC1βのプロモーターに結合
して転写を抑制し、その結果、ATP 産生低下、ROS 産
生増加を伴うミトコンドリアの機能不全が誘導されるこ
とを見出した。PGC は脂肪酸酸化や糖新生など他のエ
ネルギー代謝経路にも関与し、新たな細胞老化のモデル
として提唱されている [52, 53]。
　PGC を介した経路のほかにも、p53 は細胞内代謝を
介して細胞老化を調節することが報告されている。
p53 は phosphatase and tensin homologue（PTEN）や
IGF1-binding protein 3 （IGFBP3）の転写活性化を介
して PI3K/AKT シグナルを抑制する。また、tuberous 
sclerosis protein 2 （TSC2）、Sestrin 1/2 などの活性化
により mTOR 経路を抑制する [54]。DNA 傷害が増加し
p53 が活性化された老化マウスではインスリンと IGF1
経 路、mTOR 経 路 の 抑 制 が 認 め ら れ た [55, 56]。 ま
た p53 は AMPK- βの活性化を介して AMP activated 
protein kinase （AMPK） の 活 性 化 も 引 き 起 こ す。
AMPK は、一時的な細胞周期停止にも関与するが、そ
の活性化が持続する場合には、p53 依存的な細胞老化を
誘導する。ストレスにより細胞内のグルコースは解糖系
からペントースリン酸経路に傾き、還元当量を増加させ
る。老化細胞では AMP/ATP 比が増加しており、この

AMP の増加により AMPK を介した p53 の活性化が引
き起こされる [57]。また、ヒト線維芽細胞を用いた Ras
による OIS の系で、p53 や Rb 存在下で ROS 産生とと
もにミトコンドリア機能不全が生じ、このとき ATP の
低下による AMPK の活性化が生じて p53 経路がさらに
活性化されることも報告されている [58]。このほか、サー
チュインも、テロメアと関係して老化に関わると考えら
れている。Sirtuin1 （SIRT1）は p53 を脱アセチル化す
ることで転写活性化を抑制し、細胞老化に拮抗的に作
用する。SIRT1 の活性低下により p53 の活性化と PGC1
αの抑制を伴うミトコンドリア機能不全が引き起こさ
れ、SIRT1 の活性は老化組織で発現が減少しているこ
とが報告されている（図３）。
　ピルビン酸は、解糖系、TCA 回路のほか、脂肪酸合
成、核酸代謝などさまざまな経路に関与する（図４）。
Kaplon らは、OIS を生じた細胞では、ピルビン酸デヒ
ドロゲナーゼ （pyruvate dehydrogenase：PDH）を介
して TCA 回路へのピルビン酸の流入が増加することを
報告した。PDH 抑制酵素である PDH キナーゼ 1（PDK1）
の低下と PDH 活性化酵素の PDH フォスファターゼ 2

（PDK2）の誘導により PDH 活性が変化した [59]。また、
Aird らは細胞老化における核酸代謝について報告して
いる。OIS の際に、dNTP 合成経路の律速酵素であるリ
ボヌクレオチドレダクターゼサブユニット M2 （RRM2）
の抑制を介して dNTP が減少することが明らかとなっ
た [60]。Jiang らは、p53 が TCA 回路の酵素であるリン
ゴ酸デヒドロゲナーゼの ME1、ME2 の発現を抑制し、
NADPH の産生や脂質代謝、グルタミン代謝を制御する
ことを報告した。ME1 と ME2 の発現を低下させると、
それぞれ MDM2、AMPK を介した機序で p53 を活性化
し、細胞老化が誘導されることが明らかとなった [61]。

p53

PGC1α, β

ミトコンドリア機能不全

AMPK

インスリン
IGF1

mTOR

SIRT1

DNAダメージ テロメア機能不全

ROROSS エネルギー
バランス変化

図３　細胞老化における p53 と代謝調節
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８．p53 による細胞老化と細胞静止
　ここまで述べてきたように、p53 は細胞老化誘導を促
進すると考えられている。しかし、p21 を介した細胞老
化を、p53 が抑制するという逆説的な研究結果も報告さ
れている。Demidenko らは、p21 を過剰発現した場合と、
nutlin-3a を添加して p53 を活性化した場合の細胞応答
を比較した。その結果、p21 の過剰発現では老化の特徴
が認められたのに対し、nutlin-3a で処理した細胞では、
細胞老化は生じず、細胞が静止状態（quiescence）に陥
ることを見出した。p53 がどのように細胞老化を促進し
たり抑制したりするのか？ そのメカニズムの一つとし
て、mTOR 経路の関与が推測された。mTOR の活性化
は、細胞老化に必要であるが、一方で p53 は mTOR 経
路を抑制することも報告されている。このため、p53 と
mTOR の活性のバランスにより、細胞老化と静止状態
の選択が行われるのではないかと考えられている [62]。

９．おわりに
　細胞老化における p53 の調節機構は、徐々に解明さ
れてきているが、非常に複雑である。p53 が細胞老化の
促進、抑制の二面性を持つことは、p53 が多機能性を有
する故と考えられる。p53 はゲノムの守護神として細胞
周期停止やアポトーシスなど細胞の運命決定に関わるほ
か、細胞内代謝にも関与し、mTOR や酸化ストレスな
ど p53 と協調して作用する因子により、状況に応じて
細胞応答を変化させる。今後、1 分子シークエンス技術
や single cell analyze などの解析技術の進展や、体内で
遺伝子の発現動態を解析するイメージングやメタボロー
ム解析技術の更なる発展・高感度化に伴い、生体内にお
ける細胞老化の制御機構が解明されることが期待され
る。
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Mechanism of p53-mediated aging and metabolism

Naoko Hashimoto and Tomoaki Tanaka
Department of Clinical Cell Biology, Graduate School of Medicine, Chiba University

　The tumor suppressor p53 is activated in response to various forms of cellular stresses, 
which in turn, eventually leads to multiple cellular outcomes such as cell cycle arrest, 
apoptosis, metabolic regulation and/or cellular senescence. Functioning as a transcription 
factor, p53 transactivates a wide variety of target genes differentially via its posttranslational 
modification including phosphorylation and acetylation. Cellular senescence is defined 
as the physiological program of irreversible cell cycle arrest, which can be triggered by 
DNA damage signals such as telomere shortening, oxidative stress and oncogenic stimuli. 
Therefore, the senescent arrest is considered contributing to part of tumor suppressor 
mechanism. In addition to growth arrest, senescent cells show widespread changes in 
cell morphology and chromatin organization as well as gene expression profile. These 
phenomena include the secretion of numerous proinflammatory cytokines, chemokines, 
growth factors, and proteases, a feature termed the senescence-associated secretory 
phenotype（SASP）. Intriguingly senescent cells are thought to remain metabolically active. 
In this context, p53 metabolic functions have been suggested to preserve homeostatic 
processes, tightly concerning in cellular senescence and aging. Moreover, genetically 
engineered mouse models demonstrate that p53 potentially regulates longevity and aging. 
Here, we review current topics; key mechanistic insights into the regulation of cellular 
senescence and aging by p53 - focusing on signal transduction and metabolic regulation. 
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１．はじめに
　いくつかの企業が一般人のために宇宙旅行の予約を受
け付け始めている。火星への片道切符に世界中から 20
万人を超える応募があったという話題も記憶に新しい。
SF の世界であった一般人の宇宙滞在が現実になろうと
している。宇宙飛行で起こる生理変化の多くは、骨密度
の低下や筋肉量の減少など正常な老化で見られるものと
類似している [1]。そこで老化研究のために宇宙飛行を
モデルとして使用することができるという考えもある。
宇宙環境は生物にとって有害で、老化を加速するといっ
た安全性に関する懸念から、個人が宇宙旅行に従事する
には問題が多いと考えられてきた。しかし短期間の宇宙
飛行による骨密度の低下や筋肉量の減少は、地上帰還後
に回復可能な変化であり、宇宙ステーションに数ヶ月間
滞在した場合でも、適切なエクササイズや骨量の低下を
抑える薬剤の利用により、ある程度は解決可能な問題と
なってきている [2]。また、宇宙飛行では宇宙放射線に
よる発がん率の増加も解決しなければならない課題であ
る。一般人の宇宙旅行が身近になるにはこれらの多くの
問題が解決される必要がある。さらに、宇宙環境が不可
逆的な老化の過程にどのように影響するかといった基本

的な疑問が残される。それは宇宙に滞在する時間が一生
涯のなかで長くなる程、大きな問題となってくるに違い
ない。

２．老化を決める因子
　生物の老化の機構はいまだよくわかっていない。最大
寿命がマウスは約３年、ヒトは 120 年といったように生
物種によって決まっていることから、寿命や老化する速
度は遺伝因子により大きく規定されていると考えられ
る。一方、多細胞動物の寿命は温度 [3] や酸素 [4]、フェ
ロモン [5]、密度 [6]、餌 [7] などの環境因子により影響
を受けることが知られており、特に低温度では TRP シ
グナル [8]、餌不足ではサーテュイン シグナル [9] など
の生物種を越えて保存された長寿促進遺伝子経路が発動
することが報告されている。寿命や老化速度は、内因的
で変えることができない性質ではなく、生体の持つシス
テムが環境因子に応答することにより決定されるものと
考えられる。
　国際宇宙ステーション（International Space Station, 
ISS）は地上約 400 km 上空を周回している。この宇宙
環境では重力が地上の１万分の１以下と弱い、微小重力
の状態にある。微小重力は高等動物では平衡感覚の乱れ
や体液循環の変化、筋肉や骨の量の低下など、種々の生
理的また病理的変化をもたらすことが知られている [1]
が、寿命や老化速度への影響についての研究はまだあま
りなされていない。もし影響するならば、微小重力に応
答して老化に関与する遺伝子が存在する可能性があり、
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それらを同定することにより新しい分野の老化機構研究
が進められるのではと期待して宇宙環境での老化研究を
始めた。筆者らはまず、宇宙環境で老化がどのように影
響を受けるかを知るために、10 日ほどで老化が観察さ
れる線虫Caenorhabditis elegans を用いて、その間にお
ける宇宙環境の老化速度に及ぼす影響を調べる研究を
行った [10]。

３．老化のモデル動物としての線虫
　線虫は通常は土壌中に住む線形動物の一種で、体長約
1mm、孵化後 20℃において 3 日で 4 つの幼虫期を経て
成虫になり、約 300 個の卵を産む。多くは雌雄同体であ
り、体内の卵子と精子が受精する。受精卵から約 1,000
個の体細胞からなる成虫に至る、すべての体細胞の分裂・
分化や細胞死などの細胞系譜が明らかになっている。ま
た 1998 年には全遺伝子配列が多細胞生物で初めて解明
された。
　線虫の寿命は約１ヶ月である。加齢に伴って活動性が
低下し [11, 12]、老化色素リポフスチン様の蛍光物質が
体内に蓄積される [13]。また、筋萎縮 [12] や神経細胞に
おける細胞骨格の乱れ [14]、神経突起の異常な枝の形成
[15]、腸の繊毛の消失 [16] などの老化徴候も観察される。
遺伝子変異体の研究などから寿命・老化速度の制御に関
与する遺伝子群が見出され、インスリン様シグナルや制
限食シグナルなどが明らかになっている [17]（図 1）。イ
ンスリン様シグナルは 40 知られているインスリン様ペ
プチド（INS）がさまざまに細胞表面の DAF-2（インス
リン様受容体）に働いて細胞内に伝えられると考えられ
ている。このシグナルは、DAF-16（FOXO 転写因子）
に至り老化制御に関わる遺伝子発現を誘導する。また、
摂食量を適切に低下させる制限食により寿命が延長する
が、この際に AMP 活性化タンパク質キナーゼ（AMPK）
経路やラパマイシン標的（TOR）経路など制限食シグ
ナルが発動される。SKN-1（Nrf 転写因子）などは両者

に関与する。また感覚神経系や生殖系からもシグナルが
あることなどもわかってきている。

4．宇宙環境を利用した線虫実験
　線虫を用いた宇宙実験は航空宇宙局（NASA）ジェッ
ト推進研究所を中心に行われてきたが、ISS におい
て線虫を用いた国際共同研究による総合的な宇宙実
験 が 2004 年 に 行 わ れ た （International C. elegans 
Experiment-First, ICE-1st）。ICE-1st はフランス国立宇
宙研究センター（CENS）を中心に、日本の宇宙航空研
究開発機構（JAXA）およびNASA、欧州宇宙機関（ESA）、
カナダ宇宙局（CSA）、オランダ宇宙研究機関（SRON）
により組織され、突然変異率や遺伝子発現、卵の成熟過
程におけるアポトーシス、筋肉タンパク質や老化などに
関する研究がなされた [18, 19]。
　通常の実験では、寒天プレートの上に餌となる大腸菌
を播き、その上で線虫を飼育する。しかし寒天上に接触
した線虫には大きな表面張力がかかり、宇宙環境での微
小重力の影響が見えにくくなるため、本宇宙実験はすべ
て液体培地（C. elegans Maintenance Medium, CeMM）
を用いて行った [20]。CeMM は NASA が開発した培地
で、線虫の生育、産卵、長期培養に必要な栄養素をすべ
て含む化学組成がわかった完全合成培地である。酸素透
過性の樹脂フィルムで作製された培養バッグ（図 2）に
CeMM に浮遊させた線虫を入れ、輸送用の恒温器にて
7 日間 12 ℃で地上輸送および待機し、ソユーズで打ち
上げ、2 日間 12 ℃で宇宙を飛行させた。線虫は ISS に
入り、備え付けの恒温器 （KUBIK） にて 9 日間 20 ℃で
培養された。その後、再びソユーズにて地上帰還し、帰
還後ただちに液体窒素にて凍結後、-80 ℃で保存された。
　線虫の宇宙環境における老化を地上と比較するため
に、ポリグルタミンに黄色蛍光タンパク質（YFP）を
融合させた遺伝子を導入して筋肉で発現させ、ポリグル
タミンが凝集すると蛍光が観察できるハンチントン病の

図１　線虫の老化制御シグナル
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モデル線虫 [21] を用いた（図 3）。グルタミンが 35 個連
なったポリグルタミン（Q35）を導入した線虫では、加
齢に伴いポリグルタミンの凝集が起こる [10]。ICE-1st
においてはこの Q35 導入線虫を孵化後の成長を同調さ
せて宇宙環境にて飼育し、凝集体形成を調べ、地上にて
飼育した対照の線虫と比較した。図 4 に示すように、宇
宙環境で飼育した線虫は地上飼育の対照線虫と比べて
Q35 凝集体の形成数が少なかった。この結果は宇宙では

地上と比べて老化が遅いことを推定させる。

５．宇宙実験結果の検証
　宇宙環境では老化が遅くなる可能性が推定されたこと
から、筆者らは「宇宙環境は老化を促進させる遺伝子を
抑制する（または老化を防御する遺伝子を活性化させ
る）」のではないかとする作業仮説を提案した。このよ
うな老化の制御に関わる遺伝子の存在を確かめて同定す
るために、まず宇宙環境で発現が変化する遺伝子を調べ
た DNA マイクロアレイ解析のデータ [22] を精査した。
このデータは 48 の遺伝子が宇宙飛行では地上滞在に対
して発現が 4 倍以上に増加し、199 の遺伝子が 1/2 以下
に低下したことを示した。発現が低下する遺伝子の中に、
11 の神経系と内分泌系のシグナル伝達に関わるものが
存在することに着目した。それは微小重力の感知やシグ
ナル伝達の未知の機能をもつ遺伝子である可能性が考え
られたからである。これらの遺伝子の発現低下が宇宙で
の老化遅延を起こすのではと考え、地上の実験室でこれ
らの遺伝子を突然変異や RNA 干渉法（RNAi）によっ
て抑制させて発現が低下した際の寿命を調べた。これら
の 11 遺伝子中、gar-3 およびunc-17、cha-1、F57A8.4、
glc-4、shk-1、ins-35 の 7 つの遺伝子で、それぞれの不
活化により寿命が延長した（図 5）。
　gar-3 はアセチルコリン受容体をコードする。運動神
経と筋肉で働き、運動神経から筋肉へのアセチルコリン
による神経伝達に関与する。unc-17 はアセチルコリン
輸送体をコードし、感覚信号を伝える介在神経細胞と運
動神経で発現する。cha-1 はコリンアセチルトランスフェ
ラーゼをコードし運動神経で発現する。unc-17 もcha-1
もアセチルコリンによる神経伝達に関与する。cha-1 と
unc-17 遺伝子は複数のタンパク質群を含む 1 つのポリ
シストロンをコードする。両者は非コードの第一エクソ
ンを共有しており、共通のプロモーター（コリン系プロ
モーター）がそれぞれのタンパク質の発現を調節する。
F57A8.4 遺伝子はロドプシン様 G- タンパク質共役受容
体 （GPCR） をコードする。発現する細胞は不明である
が、光受容のロドプシン様の受容体であることから感覚
神経系で働いている可能性がある。glc-4 はグルタミン
酸開口型塩素イオンチャンネルをコードし、感覚神経細
胞で発現する。shk-1 は電位依存性カリウムチャネルで

図２　培養バッグ（CeMM 中に線虫が入っている）

図３　ポリグルタミンの凝集体を形成した線虫
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あるシェーカー型カリウムチャネルをコードし、感覚神
経などの神経と筋肉で発現する。ins-35 はインスリン様
ペプチドをコードする。神経細胞などで発現し、内分泌
系のシグナル伝達に関わると考えられる。
　今回の遺伝子不活化による寿命延長が制限食シグナル
を通して行われる可能性を検討した。eat-2 遺伝子を不
活化すると摂食障害を起こし、その結果、制限食による
寿命延長を起こすことから制限食モデルとなっている
[17]。ins-35、glc-4、unc-17 およびgar-3 の遺伝子変異に
よるそれぞれの寿命延長では、eat-2 遺伝子を RNAi に
より不活化するとさらに寿命延長が促進された（図 6）。
しかしshk-1、cha-1 および F57A8.4 の遺伝子変異では
eat-2 遺伝子の RNAi を行ってもそれぞれの寿命延長を
促進することはなく、むしろ寿命を短縮させた（図 6）。
　これらの結果はshk-1、cha-1 および F57A8.4 による
寿命制御には制限食による寿命制御と共通のメカニズム
が働いていることを示している。すなわち、摂食量やそ
れを体内に伝達するシグナルを含めた食餌シグナルを横
軸にすると、寿命はこのシグナルが多すぎるか少なすぎ
ると短縮し、至適なレベルでは延長する、ベルシェイプ
型の変化を示す。実験室では通常過度な食餌量となるこ
とが多く、食餌量を適度に減らすと寿命延長が観察さ
れる、いわゆる制限食による寿命延長の現象が起きる
と考えられている。eat-2 遺伝子の RNAi による摂食障
害により摂食量が至適なレベルになり、寿命が増大す
る。shk-1、cha-1 および F57A8.4 の遺伝子変異にそれ
ぞれeat-2 遺伝子の RNAi を行った場合は、摂食量が至
適なレベルよりも減少し、寿命が短縮することが考えら
れる。制限食とは無関係な寿命延長シグナルが働くins-
35、glc-4、unc-17 およびgar-3 の遺伝子変異では、eat-2
遺伝子の RNAi による摂食量の変化にかかわらず相加的
に寿命が延長する。一方 shk-1、cha-1 および F57A8.4
の遺伝子変異では、それ自体で摂食量が左にシフトする。
すなわち制限食シグナルにより寿命が延長すると考えら

れるのである。
　インスリン様シグナルは DAF-16 転写因子に至り寿
命調節がなされる。DAF-16 転写因子の遺伝子daf-16 を
RNAi により不活化した場合、ins-35、glc-4、unc-17 お
よびshk-1 の遺伝子変異による寿命延長は見られなく
なった（図 7）。一方、gar-3、F57A8.4 および cha-1 の
遺伝子変異では、daf-16 の RNAi を行った場合は行わな
い場合と同様に寿命延長が見られた。これらの結果は
INS-35 および GLC-4、UNC-17、SHK-1 の各タンパク質
はインスリン様シグナル経路―DAF-16 に働いて寿命を
制御することを示す。DAF-16 転写因子は細胞質と核間
の移動により調節されるが、過重力を線虫にかけると
DAF-16 が細胞核に集まることが観察され、インスリン
様シグナルが重力の応答に関与すると考えられる [23]。
また宇宙環境による遺伝子発現の変化とインスリン様シ
グナルの低下による遺伝子発現の変化にいくつかの共通
のものがあることから、宇宙環境でインスリン様シグナ
ルが変動していることが示唆されている [24]。INS-35 は
微小重力を含む何らかの宇宙環境因子により分泌や働き
が制御されている可能性がある。
　一方、SKN-1 転写因子の遺伝子 skn-1 を RNAi によ

図６　eat-2 RNAi 下での変異体の寿命
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り不活化した場合、ins-35、glc-4 およびshk-1 の遺伝子
変異による寿命延長の現象は見られなくなった（図 8）。
しかし unc-17、gar-3、F57A8.4 および cha-1 の遺伝子
変異では、skn-1 の RNAi を行った場合は行わない場合
と同様に寿命延長は見られた。これらの結果は INS-35、
GLC-4 および SHK-1 の各タンパク質は SKN-1 による転
写に影響を与えて寿命を制御していることを示してい
る。
　これらの 7 遺伝子が、宇宙環境因子を感覚器官が感知
しシグナルを伝える過程に関与して寿命を制御する可能
性がある（図 9）。接触や匂い、温度、浸透圧などに関
わる感覚刺激の感知やシグナル伝達に障害を起こす変
異により、線虫の寿命が延びることが知られている [25, 
26]。SHK-1 や GLC-4 は感覚神経細胞で発現する。また
UNC-17 は感覚信号を伝える介在神経細胞で発現する。
F57A8.4 が光の信号を受けることが知られているロドプ
シンに相同の配列をもつことは、宇宙環境の刺激を感
知する役割をもつことを示唆する。unc-17 およびglc-
4、F57A8.4 の不活化はフェロモンによる耐性幼虫化を抑
え、ins-35 およびshk-1 の不活化は促進した [10]。
　この結果の一つの説明は、これらの 7 遺伝子の中に乾

燥や餌不足、線虫の密集、高温など耐性幼虫化に関係す
るフェロモンと宇宙環境に共通の感覚刺激の受容やシ
グナル伝達の過程に関与するものがあるというもので
ある。もう一つの説明は、耐性幼虫の性質である長く
生存する機構に関与するというものである。この考えは
daf-2 変異体という、耐性幼虫が高頻度で出現する変異
体は成虫の寿命が長いことから類推される。一方glc-4、
ins-35 およびshk-1 は SKN-1 に働いて寿命を制御するこ
とがわかったが、実際に SKN-1 はインスリン様シグナ
ルによる寿命制御において腸で働くとともに、制限食の
シグナルに応じて寿命を制御する際に感覚神経細胞 ASI
に働くことも、宇宙環境に応答する感覚神経系の関与の
可能性を示唆させる。
　もう一つは、これらの遺伝子が運動神経から筋肉への
信号伝達を通して働く可能性である（図 9）。SHK-1 は
筋肉と神経の両者で働く。CHA-1 と UNC-17 は運動神
経で、GAR-3 は運動神経と筋肉で働き、共に運動神経
から筋肉へのアセチルコリンによる神経伝達に関与す
る。アセチルコリンシグナル伝達が活発化すると、神経
シナプス後の筋肉におけるポリグルタミンの凝集を促進
することが知られている [27]。このことは、神経の過剰
な信号伝達は標的の筋肉におけるタンパク質恒常性のバ
ランスを乱すことを示唆する。逆に神経─筋肉信号伝達
が低下すれば筋肉におけるタンパク質の安定化がもたら
されると考えられる。
　タンパク質の安定化は寿命の延長と関係しているこ
とが報告されている。実際に今回gar-3、cha-1 および
shk-1 の遺伝子不活化は筋肉の Q35 凝集を抑えており
[10]、このことは GAR-3、CHA-1 および SHK-1 の各タ
ンパク質は運動神経─筋肉の信号伝達に働いて筋肉の
タンパク質の構造安定に関わる可能性を示唆する。一
方 SHK-1 タンパク質は感覚神経でも発現することから、
感覚神経系を通してポリグルタミンの凝集を調節してい
る可能性もある。実際に温度感覚の神経回路が筋肉や腸
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のタンパク質の立体構造安定化に関与していることが示
されている [28]。

６．今後の課題
　今回の研究は宇宙環境では線虫の老化が地上と比べて
遅くなることを示唆し、宇宙飛行では寿命が延びること
を推測させるものである。また宇宙環境、特に微小重力
に関わる環境因子が神経系、内分泌系に働き、老化を遅
らせる過程を誘導したことを示唆した。老化を遅らせる
過程は制限食シグナルやタンパク質立体構造安定化、過
酷な環境での耐性幼虫関連の生存維持能力の向上といっ
た過程が考えられた。
　しかし今回の７つの遺伝子が実際に微小重力により直
接発現が制御されたか、また Q35 凝集の抑制が微小重
力によるものかは、宇宙での人工 1G（地上と同じ重力）
環境の実験がなされなかったため、まだ十分検証されて
はいない。また今回の遺伝子が宇宙環境と同様のレベル
まで発現低下したときに地上での寿命はどのように変化
するか、さらに７つの遺伝子の発現を同時に低下させた
ときにどうなるかなど、今後の研究が必要である。また、
これらの遺伝子不活化をヒントに同様の働きを持つ化合
物を見出だし、老化制御への応用を検討していきたい。
実際に、線虫の長寿命変異体daf-2 で高発現している遺
伝子の研究から、食品添加物のトレハロースが線虫の寿
命を 30% 延長させることが明らかになっている [29]。
　「宇宙環境では生物の寿命はどうなるのか」という問
題を明らかにするためには、宇宙において微小重力環境
と人工の 1G 環境における老化速度と寿命を長期間に渡
り測定する研究が必要である。現在、著者らは日本宇宙
フォーラムや JAXA らと共同で「宇宙老化」プロジェ
クトを進めており、近い将来、国際宇宙ステーションの
きぼう実験棟で線虫の生涯に渡って寿命と老化速度を測
定する予定である [30-33]。
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Aging study of C. elegans in space

Yoko Honda, Shuji Honda
Genomics for Longerity and Health, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology,

Tokyo 173-0015, Japan

　How microgravitational space environments affect aging is not well understood. 
We observed that, in Caenorhabditis elegans , spaceflight suppressed the formation of 
transgenically expressed polyglutamine aggregates, which normally accumulate with 
increasing age. Moreover, the inactivation of each of seven genes that were down-regulated 
in space extended lifespan on the ground. These genes encode proteins that are likely 
related to neuronal or endocrine signaling: acetylcholine receptor, acetylcholine transporter, 
choline acetyltransferase, rhodopsin-like receptor, glutamate-gated chloride channel, shaker 
family of potassium channel, and insulin-like peptide. Most of them mediated lifespan 
control through the key longevity-regulating transcription factors DAF-16 or SKN-1 or 
through dietary-restriction signaling, singly or in combination. These results suggest 
that aging in C. elegans is slowed through neuronal and endocrine response to space 
environmental cues. 

Key words： space, C. elegans , longevity, aging, microgravity
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１．はじめに
　筋萎縮性側索硬化症 （Amyotrophic Lateral Sclerosis 
: ALS） は、大脳皮質運動野の上位運動ニューロン及び
脳幹と脊髄の下位運動ニューロンが、選択的かつ系統
的に障害される神経変性疾患である。ほとんどの患者
は 50 〜 60 代、主に中年期以降で発症をむかえる。構音
障害や嚥下困難、呼吸筋麻痺などを経て、人工呼吸器を
使用しない場合は平均して発症後３〜５年で死に至るこ
とが知られている。ALS の臨床症状は個人差が大きく、
進行速度や病状の多様性から複数の病因が関与している
可能性が示唆されている。
　 患 者 の ５ 〜 10% は 家 族 歴 を 伴 い、 家 族 性 ALS 

（Familial ALS） と呼ばれる。家族性 ALS の原因として
これまでに同定された主な遺伝子を表１に示す。2006
年には、運動ニューロンに出現するユビキチン陽性封入
体の主要構成成分として TAR DNA-binding protein of 
43 kD （TDP-43） が同定され、孤発性 ALS の発症機序
解明につながることが期待されている [1]。
　本稿では、ALS 研究を大きく進展させるきっかけと
なった２つの原因遺伝子を中心に、これまでの ALS 研
究の道のりを紹介する。また、我々が作製した運動ニュー

ロン特異的 Cre マウスを用いた研究の展開、今後の治
療法開発の展望についても概説する。

２．ALS 研究の道を拓いた変異 SOD1 （superoxide 
　　dismutase 1） 遺伝子の発見
１）変異 SOD1 タンパク質の毒性
　1993 年、家族性 ALS の原因遺伝子として初めて
SOD1 が同定された [2]。現在では家族性 ALS の約 20%
がこの遺伝子の変異により生じることがわかっている
[3]。SOD1 は 153 アミノ酸から成るタンパク質で、スー
パーオキシドラジカルを過酸化水素と酸素に分解する反
応を触媒する酵素である。変異遺伝子の発見当初は、遺
伝子異常により SOD1 タンパク質の機能が失われるこ
と （loss of function） が運動ニューロン障害の原因と考
えられた。しかし遺伝子変異のほとんどが点変異であり、
酵素活性が失われない場合にも運動ニューロンの細胞死
が生じること、SOD1 ノックアウトマウスが ALS の症
状を示さなかったことから、現在では変異 SOD1 タン
パク質が新たに神経を傷害する異常機能を獲得すると想
定されている （gain of function） 。この“異常機能”が
何であるかについては諸説あり、結論は出ていないが、
変異 SOD1 の発見は ALS の病態解明と治療法開発にお
いて大きな役割を果たしている。

２）変異 SOD1 トランスジェニックマウス
　SOD1 が ALS の原因遺伝子として同定された翌年、
変異 SOD1 遺伝子を組み込んだトランスジェニックマ
ウス [4] が作出された。このマウスは筋萎縮、グリア
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表１　ALS の主な原因遺伝子

* 日本人患者の一部では劣性遺伝の可能性あり。（文献 [37] より改変）

細胞の活性化、脊髄前角での運動ニューロン消失など
ALS 患者と同様の病態を示すことから、ALS のモデル
動物として原因究明および治療法の開発のため世界中で
使用されている。
　このようなモデル動物を用いた研究から、運動ニュー
ロンが細胞死に至るメカニズムについていくつかの説が
報告された。ミトコンドリア障害 （ミトコンドリア膜あ
るいは内部に変異 SOD1 タンパクが蓄積することで、シ
トクロム c などのアポトーシス因子を放出してアポトー
シスを引き起こす） [5]、小胞体ストレス （ミスフォール
ディングを起こした変異 SOD1 タンパク質の凝集ある
いは蓄積により細胞死が起こる） [6]、酸化ストレス、軸
索輸送障害、グルタミン酸による興奮毒性 [7]、神経栄
養因子の欠如、変異 SOD1 タンパク質の細胞外毒性な
どである [8]。また近年では、ニューロンと周囲のグリ
ア細胞との相互関係も注目を集めている （次項参照） 。

３）「非細胞自律性」な神経細胞死
　ALS 患者の脊髄前角では、運動ニューロンの変性以

外に、グリア細胞や血管内皮細胞の病理学的変化も認め
られることが知られている。モデルマウスや ALS 患者
においてグリア細胞が増殖・活性化していく現象は神経
炎症と呼ばれ、病態の進行に対しては傷害性と保護性と
いう二つの顔をもつとされる [9]。運動ニューロンの死
滅に対しグリア細胞がどのように関与しているのかを詳
細に調べるため、モデルマウスを使用して様々な実験が
行われた。
　まず ALS モデルマウス（除去可能な変異 SOD1 トラ
ンスジェニックマウス）において運動ニューロン特異的
に変異 SOD1 の発現を抑制したところ、病気の発症は
遅れるものの、発症後の進行速度は変化しないことがわ
かった [10, 11]。一方ミクログリアまたはアストロサイ
トに発現する変異 SOD1 を選択的に除去すると、モデ
ルマウスの罹病期間は延長した [10, 12]。すなわち ALS
においては運動ニューロンだけが病気の進行に関与して
いるわけではなく、その周囲の環境を構成するミクログ
リアやアストロサイトも重要な役割を果たしていること
が示された。

変異遺伝子 遺伝子座 遺伝様式
家族性ALS患者
における割合

Superoxide dismutase 1 (SOD1) 21q22.1 優性 20%
TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) 1p36.2 優性 1-5%

FUS 16p11.2 優性 1-5%
Angiogenin (ANG) 14q11.2 優性 <1%
Senataxin (SETX) 9q34 優性 不明

Chromosome 9 open reading frame
72 (C9ORF72)

9p21.3-p13.3 優性 40-50%

Ataxin 2 (ATXN2) 12q24 優性 <1%
Ubiquilin 2(UBQLN2) Xp11 優性 <1%
Optineurin (OPTN) 10p15-p14 優性 / 劣性* <1%

D-amino-acid oxidase (DAO) 12q24 優性 <1%
Profilin 1 (PFN1) 17p13.2 優性 不明

病気の発症
を促進

病気の進行
を促進

病気の進行
を促進

運動ニューロン

変異SOD1

図１　非細胞自律性神経細胞死と変異 SOD1 の毒性
運動ニューロンとグリア細胞に存在する変異 SOD1 はそれぞれ ALS の発症
と進行に関与する。また細胞外に放出された変異 SOD1 はミクログリアを
活性化し、運動ニューロンへの傷害を増強する。
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　神経変性疾患における神経細胞死は、その細胞自身
に原因があるとこれまで考えられてきたが、周囲の
様々な細胞も神経細胞死をもたらす一因となる可能性
が大きくなった。この現象は「非細胞自律性 （non-cell 
autonomous） 」という概念として、現在重要な研究テー
マとなっている（図 1） 。

４）変異 SOD1 タンパク質の伝播仮説
　最近、運動ニューロンから他の細胞への病態伝播の一
機序として「変異 SOD1 タンパク質の放出」という概
念が新たに提唱されている [13, 14]。凝集した変異タン
パク質は周囲の細胞に取り込まれ更なる凝集体を形成、
そして細胞から細胞へ病気が伝播していくという考え方
である。パーキンソン病ではαシヌクレイン原線維が周
囲のαシヌクレインを取り込みレビー小体の形成、神経
変性の拡大へと繫がることがマウスを用いた実験で既に
示されている [15]。ALS においても培養細胞レベルでは
変異 SOD1 タンパク質の伝播が確認されており [16, 17]、
より決定的な証拠が待たれる。

３．TDP-43 （TAR DNA binding protein of 43 kD） 
　　の同定による ALS 研究の発展
１）ユビキチン陽性封入体の主要成分 TDP-43
　孤発性 ALS に認められるユビキチン陽性封入体の主
要成分として TDP-43 が同定されている [1, 18]。TDP-43
は不均一核内リボ核酸タンパク （heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins : hnRNP） の一種で、通常は核に局
在する。TDP-43 は、中央部に 2 つの RNA 認識モチー
フと 1 つのグリシンに富んだ領域をもち、pre-mRNA
のスプライシング調節や mRNA の輸送、転写制御に関
与する [19]。1995 年に HIV-1 遺伝子の末端反復配列に
結合し転写を抑制する因子として同定されていた [20]。
　孤発性 ALS の剖検病理標本では、本来は核に局在す
るはずの TDP-43 が、残存する運動ニューロンやグリア
細胞の細胞質や突起内に封入体として蓄積する。また全
体から見た割合は少ないものの、TDP-43 をコードする
遺伝子の変異が家族性、孤発性双方の ALS 患者から見
つかっている [21, 22]。

２）FUS/TLS （fused in sarcoma/translated in liposarcoma）
　TDP-43 の発見がきっかけとなり、2009 年に家族性
ALS の一型（ALS6）で FUS/TLS 遺伝子の変異が報
告された [23, 24]。FUS/TLS は FET ファミリーに属す
るタンパク質で、ヒト粘液性脂肪肉腫のガン化を誘導
する因子として最初に同定された [25]。構造・機能的
に TDP-43 とよく似ており、RGG モチーフ、RNA 認識
モチーフ、Zn フィンガードメインを持ち、転写やスプ
ライシング調節に関与することが知られている [25, 26]。
また、ストレス顆粒の形成に必要なプリオン様ドメイン
を含むということも共通の特徴として挙げられる [27]。
　TDP-43 に次いで FUS/TLS の変異が同定されたことに
より、RNA 代謝の異常が ALS の病態に寄与しているの
ではないかという新たな概念が議論されることとなった。

３）ALS と認知症
　従来から一部の ALS 患者は特有の認知機能障害を
示し、病理学的に前頭側頭葉変性症 （frontotemporal 
lobar degeneration : FTLD） を呈する場合と、FTLD
ではないが認知行動に異常を来たす場合が知られてい
る。
　FTLD は前頭葉と側頭葉の変性により特有の認知機
能障害を示す神経変性疾患群である。FTLD の中には
TDP-43 封入体をもつ一群が存在し [1]、その一部が運動
神経疾患を合併する（FTLD-MND） 。FTLD-MND で
は ALS は進行しないものの、大脳皮質病変に加えて下
位運動ニューロン変性、黒質変性が見られており、これ
らは認知機能障害を伴う ALS の病理に近いといえる。
すなわち ALS と FTLD は一つの病気の対極に位置する
症状であると考えられる。ALS と FTLD に共通する原
因遺伝子として特定された C9ORF72 （chromosome 9 
open reading frame） の存在が、この考え方を臨床病理
学的に裏付けるものとなった [28, 29]。

４．新たな ALS 治療法の開発を目指した試み
　これまで述べてきた通り、変異 SOD1 の発見を端緒
として新たな原因遺伝子や異常分子が次々と発見され、
ALS の研究は飛躍的に進歩しているように見える。し
かしながら、多くの原因遺伝子や異常分子が、どのよう
なメカニズムで運動ニューロン変性を惹起するのか、そ
の共通メカニズムについての統一的見解が得られる所に
までは至っていない。ここでは、現時点で、ALS の治
療を目指して進められているいくつかの取り組みについ
て紹介する。

１）変異 SOD1 をターゲットとした抗体 / 遺伝子治療
　病気の原因となる変異タンパク質を減らす試みは神
経変性疾患治療において一つの戦略といえる。ALS に
おいても変異 SOD1 に対する抗体、あるいは変異 SOD1 
mRNA に相補的なオリゴヌクレオチドの投与が研究さ
れており、モデルマウスを使用した実験ではいずれも病
気の進行を遅延させることができた [30, 31]。現時点で
は、この方法は変異 SOD1 を有する遺伝性患者にのみ
適用できるものであり、患者全体から見るとほんの一部
にすぎないが、SOD1 が孤発性 ALS の病態にも関与し
ていることがより明確になれば [32-34]、さらに多くの患
者を対象とした治療法となる可能がある。

２）幹細胞を用いた再生医療
　近年では神経前駆細胞や幹細胞を用いた治療が大きな
関心を集めている。iPS 細胞の発見により、高齢の患者
由来の細胞であっても神経細胞に再分化させられるよ
うになったことの意義は大きい。運動ニューロンに分
化可能である iPS 細胞を脊髄に注入すれば、病気の運動
ニューロンと置き換わって再び筋肉と接合部を形成する
のではないかという期待もあるが、実際には機能不全と
なったニューロンをサポートするに留まるだろうという
見方のほうがより現実的である。ヒトの神経幹細胞を
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ALS 患者の脊髄に移植する臨床試験が既に始められて
いる [35]。
　また ALS ではアストロサイトが運動ニューロン変性
に寄与していることから、グリア前駆細胞の移植につい
ても研究がなされている。モデルマウスのレベルではあ
るが、前肢の運動機能の低下が遅延するなど、病気進行
の遅延が観察されている [36]。そのため現在では、グリ
ア前駆細胞の脊髄移植を評価する早期臨床試験も計画さ
れている。

５．運動ニューロン特異的 Cre 発現マウスを用いた研究
　最後に、筆者らの研究を少し紹介したい。
　ALS では、運動ニューロンのうちでも、骨格筋に
直 接 投 射 す る 体 性 運 動 ニ ュ ー ロ ン（somatic motor 
neuron） が傷害されやすいことが知られている。一方
で、自律神経節ニューロンに投射して内臓運動などを
２次的に制御する内臓運動ニューロン （visceral motor 
neuron） は比較的長期に渡って機能が保たれるとされ
る。筆者らは、偶然の産物として、ALS で傷害されや
すい体性運動ニューロンで特異的に遺伝子改変を誘導で
きるマウス （VAChT-Cre） を作出し、その有用性を示
してきた [12, 38, 39]。VAChT-Cre は、運動ニューロン
を含むコリン作動性ニューロンで特異的に発現するシ
ナプス小胞アセチルコリントランスポーター （vesicular 
acetylcholine transporter; VAChT） の転写ユニットを
用いたトランスジェニックマウスで、脊髄や脳幹部の
体性運動ニューロンの約 50％で Cre recombinase を発
現する。筆者らの報告以来、VAChT-Cre マウスは ALS
研究者のコミュニティに好意的に受け入れられ、国内外
の多くのラボで使用され、その成果が報告されている（表
２）。
　ALS の原因遺伝子や異常分子の多くは運動ニューロ
ンだけでなく全身の細胞・臓器で発現している場合が多
く、通常の（全身性の）ノックアウトマウスの手法で
は、発生過程や主要臓器の異常による致死・障害が顕著
となり、ALS の特徴である中年・初老期に発症して運
動ニューロン選択的に進行する変性過程を解析すること

は困難であった。この点を克服するために、生後の運
動ニューロンの約半数（半数の運動ニューロンが残っ
ている個体は生存が可能）で標的遺伝子を修飾できる
VAChT-Cre は、有用なモデルシステムを提供すること
となった。
　これまでに VAChT-Cre を使って、生後の運動ニュー
ロンの生存や機能維持に、マイクロ RNA[40]、RNA 編
集酵素 [41]、神経栄養因子 [42]、プロテアソーム [43]、
TDP-43 [44] などが重要であると報告されている。

６．おわりに
　数多くの神経変性疾患のうちでも、ALS ほど過酷な
疾患は無いと言われる。ヒトは入力と出力という 2 つの
ルートで外界と結びついているが、出力系としては運
動ニューロン機能にほぼ全面的に依存している。運動
ニューロンが選択的に変性する ALS の末期では、患者
ごとの個人差は大きいものの、随意運動のすべてが麻
痺してコミュニケーション不能 （totally locked-in state） 
となる場合もあるという。このような状況でも、脳の認
知機能や感覚機能、自律神経機能などは保たれ、意識は
清明であると考えられている。外界とのコミュニケー
ションが隔絶した状態の患者本人と介護者の苦しみは計
り知れない。
　著者が研究の道に足を踏み入れた四半世紀前、知人の
神経内科医が「ALS の研究に取り組むことは、フェル
マーの最終定理に挑戦するようなものだ」と言っていた
ことを思い出す。これは「ほぼ解明は不可能」という意
味であり、「だから敢えて高みを目指す」という決意表
明でもあったと思う。ALS の研究に従事している医師
や研究者は、少なからずこの様な思いをもって研究に取
り組んできたものと思う。ただ意外にも、それからわず
か数年後 （1995 年） 、360 年間も解明を拒んでいたフェ
ルマーの最終定理が、アンドリュー・ワイズによって完
全に証明されるという出来事が起こっている。
　ここ 20 年の ALS 研究の進展にはめざましいものが
ある。家族性 ALS の研究成果の蓄積をもとに、孤発性
ALS の実体に迫る研究も始まっている。機は熟しつつ

ノックアウト遺伝子 その遺伝子の機能 特徴的な表現型 参考論文番号

Mn SOD (SOD2) スーパーオキシドの除去（ミトコンドリアに局在）
運動ニューロンの生存に変化なし
軸索切断後のワーラー変性の加速

39

floxed mutant SOD1
(除去可能な変異SOD1)

(除去可能な)変異SOD1を全身で発現してALS発症
ALS発症時期 (onset) の遅延

各種ALS病態マーカーの出現遅延
12

Dicer1 マイクロRNA (miRNA)のプロセシング
運動ニューロンの遅発変性と細胞死

軸索変性、筋肉の除神経、グリア増殖
40

ADAR2 グルタミン酸受容体サブユニットGluR2のQ/Rサイト編集
運動ニューロンの遅発変性と細胞死

軸索変性、筋肉の除神経、グリア増殖
41

TrkB BDNF受容体
生存期間の延長、病態進行の遅延

（変異SOD1マウスと掛け合わせた場合）
42

Rpt3 プロテアソームの必須サブユニット
運動ニューロンの遅発変性と細胞死、グリア増殖
ALS関連タンパク質（TDP-43など）の局在異常

43

Atg7 オートファゴゾーム形成の必須因子 正常マウスと変化なし 43

TDP-43
機能不明な核蛋白質

家族性および弧発性ALSで細胞質に凝集体形成
緩徐進行性の運動障害、運動ニューロンの萎縮

ヒトALSと類似の病理学的変化
44

表２　VAChT-Cre マウスを用いた研究成果

体性運動ニューロン特異的に遺伝子を改変することができる VAChT-Cre マウス（文献 [38]）は、ALS に関連し
た様々な研究で利用されている。
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ある。今こそ医師と研究者が力を合わせて、この難局を
突破して ALS の謎を解く時であると感じる。
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Amyotrophic lateral sclerosis: basic research and therapeutic intervention

Mamiko Niikura, Hidemi Misawa
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Keio University

　Amyotrophic lateral sclerosis （ALS） is a late-onset, fatal neurodegenerative disease 
that selectively affects motor neurons.  Although several causative genes have been 
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identified in familial-type ALS （FALS） which consists of <10% of all ALS cases, very little 
information is available on the cause of sporadic-type ALS （SALS） which accounts for 
>90% of ALS cases. Currently there is no effective treatment to cure ALS.  This review 
deals with the causative genes identified so far in several forms of FALS, and describes 
some therapeutic approaches that may help develop future ALS therapy.  Also, we 
introduce a motor neuron-specific gene modification system （VAChT-Cre） in which Cre is 
selectively expressed in ALS-susceptible somatomotor neurons in mice.  By using VAChT-
Cre, several genes have been shown to be necessary for long-term survival of motor 
neurons.  Current research on ALS is gradually shifting its focus from FALS to SALS, and 
effective therapeutic inventions are now keenly demanded.

Key words：ALS, SOD1, TDP-43, VAChT-Cre, non-cell autonomous
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１．はじめに
　脳血管には、血液脳関門（blood-brain barrier: BBB）
というバリア機能が備わっており、血管内から脳内への
高分子量物質の無用な侵入を防いでおり、一方、ブドウ
糖などの栄養物質は、脳血管にある輸送体を通して選択
的に脳内へ輸送されている [1]。この BBB が脳虚血など
の侵襲によって障害されると、脳実質に障害性のある抗
体や補体などの血管内物質にさらされやすくなり、さら
に、栄養物質が神経細胞に輸送されなくなり、脳機能障
害をもたらしうると考えられる。それ故、様々な脳病態
において、脳血管の BBB 機能障害が関与している可能
性が推定されている。
　ところで、老化に伴い増悪しうる血管性認知症は、脳
の虚血あるいは出血を原因とし、多発梗塞性認知症と小
血管性認知症に大きく分類され、後者は、病理学的には
ラクナ梗塞の多発や白質病変によって特徴づけられる。
具体的には、高血圧に基づく細動脈硬化の結果、血管壊
死とフィブロヒアリノーシスがもたらされ、その中の血
管壊死からは小血管閉塞やラクナ梗塞が引き起こされ、
血管周囲の線維化で特徴づけられるフィブロヒアリノー
シスからは慢性低灌流状態や白質病変で特徴づけられる
ビンスワンガー型脳梗塞が引き起こされ、それらに基づ
き血管性認知症が引き起こされるのではないか、という
仮説も提唱されている（図 1）[2]。その血管壊死とフィ
ブロヒアリノーシスの形成に BBB 障害の関与が想定さ
れだしている [2,3]。血管性認知症における BBB 障害の
役割を考える上で、血管性認知症を特徴づけるどの侵襲
が BBB を障害するのか、どこの BBB が障害を受けや
すいのか、また、どのような機序で障害されるか、を明
らかにすることは治療を考える上でも有意義であると考
えられる。それ故、血管性認知症を特徴づける種々の因
子に対する実験モデル動物脳を用いて BBB 機能の検討
を行った。

2.　血管性認知症を特徴づける種々の実験モデル動物
における BBB 障害

　まず、血管性認知症を特徴づける因子として、（1）老

化、（2）記憶学習障害、（3）高血圧、（4）慢性低灌流、（5）
急性虚血後再灌流、（6）高血糖、（7）水頭症の 7 因子に
分け、それぞれの因子に対する実験モデル動物の BBB
機能の検討を行った。ラジオラベルされた外因性アルブ
ミンの脳内移行で BBB 障害を定量的に評価し、内因性
アルブミンと西洋ワサビペロキシダーゼ（horseradish 
peroxidase: HRP）の血管外漏出部位で BBB 障害の確認
とその血管の超微形態学的特徴を評価した。
　（1, 2）老化、記憶学習障害を検討するための動物モデ
ルとして、老化促進モデルマウス（SAM）、中でも、加
齢に伴い記憶学習障害を発症する SAMP8 とコントロー
ルとして SAMR1 を用いた。まず、ラジオラベルされた
アルブミンの脳内移行は、老齢 SAMP8 の海馬や嗅球で
は若齢SAMP8や老齢SAMR1と比べ亢進していた[4,5]。
尚、コントロール SAMR1 において、アルブミンの脳内
移行に加齢変化を認めるも、形態学的裏付けは得られな
かった。次に、血管内の HRP や内因性アルブミンの脳
内への移行が、老齢 SAMP8 の海馬や嗅球において観察
された [6-8]。その他、マウス脳室周囲領域はもともと
BBB 機能が脆弱であり、加齢変化も受けやすい事が示
唆された [9,10]。
　（3）実験的高血圧モデル動物として、脳卒中易発症系
自然発症高血圧ラット（SHRSP）を用いて、BBB 機能
を検討したところ、3 ヶ月齢という若齢の SHRSP 海馬
において HRP の漏出、即ち、BBB 障害が観察された [11]。
　（4）慢性低灌流のモデルとして、脳血流が 30 〜 40%
にまで低下している両側総頸動脈結紮ウイスターラット
を用いて BBB 機能を検討したところ、結紮後 7 日目に
脳梁の粗鬆化を来す前の結紮後 3 日目にて脳梁で BBB
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障害が生じていた [12]。
　（5）急性虚血後再灌流のモデルとして、一過性に片側
頸動脈を結紮した砂ネズミを用いて検討したところ、結
紮側の海馬血管において BBB 障害を認めた [13]。
　（6）高血糖のモデル動物として、レプチン遺伝子変異
のあるdb/db マウスを用いて高血糖の血管透過性に対
する影響を検討したところ、HRP の血管透過性に明ら
かな異常は観察されなかった。尚、血管内皮細胞表面に
存在し荷電を有する glycocalyx の存在は荷電を有する
物質の脳内移行を妨げているが、その減少を認め、その
ことからは荷電を有している物質の脳内移行が亢進する
可能性が示唆された [14]。
　（7）水頭症のモデル動物としては、生後水頭症を発症
する低酸素誘導因子（Hif-1α）の中枢神経系細胞特異
的ノックアウトマウス [15] を用いて BBB 障害の有無を
検討したところ、水頭症を生じている 10 週齢のノック
アウトマウスでは BBB 障害は明らかではなかったが、
老齢マウスにおいて軽度の BBB 障害を示した [16]。ま
た、このノックアウトマウスでは、胎児期においてカス
パーゼ３を介する神経系細胞のアポトーシス死とカス
パーゼ２を介する血管系細胞のアポトーシス死が同時に
生じ、結果、胎児期の大脳皮質の神経細胞が脱落し、生
後に水頭症を発症する事も明らかとなった [17]。Neuro-
vascular unit や BBB の形成を考える上で興味深い所見
と考えられる。
　以上からは、明らかに BBB 障害を示したのは、急性
虚血後再灌流状態と高血圧状態の海馬と、慢性低灌流状
態の脳梁であり、海馬と白質の血液脳関門障害から血
管性認知症が引き起こされる可能性が推測された（図
２）。尚、記憶学習障害、水頭症といった単独の因子では、
BBB 障害は明らかではなく、SAMR1 の結果からは定
量的検討では加齢に伴う BBB 障害が示唆されたが、形
態学的裏付けが得られなかった。

３．BBB 障害血管における生化学的分析
　次に、血液脳関門障害血管において発現量が変化して
いる物質を明らかにするため、BBB 障害血管をマイク
ロダイゼクトし、そこから mRNA を抽出し cDNA マイ

クロアレイ解析を行った。その際、高血圧は血管性認知
症の主要な原因となりうること、SHRSP は海馬の神経
細胞脱落を示す６ケ月齢より以前の３ケ月齢にて海馬の
BBB 障害を引き起こすこと [18] から、この SHRSP 海
馬血管の解析をおこなった。その結果、オステオポンチ
ンの発現が障害血管において最も亢進していた [19]。そ
の他、transforming growth factor-β （TGF-β）受容体
II の発現亢進もみられた。発現が低下している遺伝子
としては、エストロゲン受容体などがあげられた。さ
らに、障害血管での種々の遺伝子や蛋白発現を RT-PCR
やウエスタンブロットで検討したところ、P- 糖蛋白 [20]
やマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）-13 [21] の
発現が BBB 障害血管で増加していた。オステオポンチ
ンは、心臓にて TGF-βや MMP と協調して虚血障害後
の線維化などの心筋のリモデリングに関わっていると報
告されているので、ヒトの虚血脳においても、障害血
管ではオステオポンチンや MMP や TGF-βの発現を介
して血管壁の肥厚を含めた血管組織の修復が起こって
いることが推測される。また、P- 糖蛋白 [20] だけでな
く、アミロイドベータ（Aβ）蛋白の脳血管における脳
外への輸送体としても想定されている LDL 受容体 [22]
や CD36[23] の発現も亢進していた。尚、tight junction
を構成している分子として claudin5 や occludin が知ら
れているが、高血圧に基づく BBB 障害血管でのそれら
の発現量の変化は明らかではなかった（表１）。

４．おわりに
　私は、これまで、加齢に伴う血管病としての血管性認
知症の発症増悪における BBB の役割を明らかにするた
め、血管性認知症を特徴づける種々の因子に対する実
験モデル動物の BBB 機能を検討してきた。すると、主

図 2　実験結果に基づいた血管性認知症における血
液脳関門障害の役割（仮説）

表１　海馬と大脳皮質から採取されたサンプルにお
ける遺伝子発現解析結果の要約

 

 ―血液脳関門障害を示す SHRSP 海馬（Hip-
SHRSP）での遺伝子発現と血液脳関門障害を
示さない WKY 海馬（Hip-WKY） もしくは 
SHRSP 大脳皮質 （CX-SHRSP）における遺
伝子発現量の比較―
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として高血圧 [11] と急性虚血後再灌流 [13] が海馬血管
の BBB 障害をもたらし、慢性低灌流 [12] が白質血管の
BBB 障害をもたらしていた。このことは、ヒトでも急
性虚血後再灌流と高血圧が海馬障害を引き起こし、慢性
低灌流が白質障害を引き起こしている可能性を示唆し
ており、MRI や CT 画像所見から病態を類推し、治療
へ応用されうる結果である。次に、高血圧に基づく血液
脳関門障害血管の生化学的分析から、オステオポンチン
[19]、MMP-13 [21]、TGFβ受容体、さらには、P- 糖蛋
白 [20]、LDL 受容体 [22]、CD36 [23] の発現が亢進して
いることが明らかになった。これらからは、CD36 など
の物質の発現を低下させる作用のある薬剤（ある種の抗
血小板薬など）が BBB 障害の軽減をもたらし血管性認
知症の治療薬になりうることを示唆している。ところで、
高血圧は、血管壁の肥厚を含めた血管形態の変化を誘導
し、さらにアルドステロンやアンギオテンシン II の産
生亢進から酸化ストレスを亢進させる可能性が推測され
る。また、Aβ蛋白によって誘導される酸化ストレスに、
NADPH 酸化酵素だけでなく CD36 の関与が指摘されて
いるが、糖化を受けたタンパク質は advanced glycation 
end products（AGE）産生から酸化ストレスを亢進さ
せるだけでなく、タンパク質のベータシート構造を誘導
することからは、糖化が Aβ蛋白沈着亢進に繋がる可能
性も推測される。さらに、CD36 の発現亢進そのものが
血管障害を助長すると報告されている [24] ことからは、
Aβ産生増加は CD36 などの排出輸送体の発現亢進をも
たらし、そして、その CD36 の発現亢進そのものがさら
なる血管障害を助長し、血管性認知症増悪を引き起こす
可能性が推測される（図３）。即ち、CD36 は、アルツ
ハイマー病と血管性認知症とを関連付ける分子である可
能性が考えられるだけでなく、その発現をコントロール
することによって認知機能を改善させうる可能性も推測
される。
　今後、BBB 障害の具体的機序のさらなる検討から、
新たな認知症治療薬の発見や開発へと繋がっていく事が
期待される。
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１．はじめに
　哺乳類を含む多くの生物は呼吸により体内に酸素を取
り入れて利用することで生命を維持している。生命維持
に必須である酸素は一定の割合で不安定で様々な物質と
反応しやすい活性酸素種に変化しうる。そのため生体内
では活性酸素種を消去・軽減する能力を有しているが、
活性酸素種が大量に発生してそのバランスが崩れると生
体内分子を攻撃する酸化ストレスに陥る。活性酸素種に
より攻撃を受けた生体内分子は酸化され、その機能が損
なわれる。したがって、過度な酸化ストレスの抑制は健
康な生命活動の維持に重要である。近年、老化や発がん、
メタボリックシンドローム、動脈硬化、心筋梗塞、神経
疾患など様々な疾患の病態形成の一因として酸化ストレ

スが関与するという報告が蓄積されてきている [1-6]。ま
た疫学調査により果物や野菜の摂取がこれらの疾患への
予防効果が期待できることが示唆されている。本稿では、
身近な野菜や果物に着目し生体内抗酸化機能の亢進に有
効な新規成分の探索を行い、我々が青ジソより発見した
2',3'-dihydroxy-4',6'-dimethoxychalcone（DDC） に つ い
て紹介する [7]。

２．Nrf2-ARE 経路
　生体を酸化ストレスから防御するには、活性酸素種と
直接反応し除去できる抗酸化物質を大量に摂取する方法
と生体内の抗酸化酵素の発現を上昇させる方法が挙げら
れる。しかしながら、前者の抗酸化物質の生体内濃度を

高く維持し続けることは非常に難しい。後者の抗酸化酵
素を発現誘導する生体内抗酸化システムの一つとして
NF-E2 related factor 2 - antioxidant response element 

（Nrf2-ARE） 経路が知られている（図１）。転写因子で
あ る Nrf2 は 通 常 Kelch-like ECH-associated protein 1 

（Keap1）と結合し細胞質に留められているが、生体が
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図１　Nrf2-ARE 経路
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酸化ストレスを受けることにより核内に移行し遺伝子の
上流に存在する ARE 配列に結合することで、グルタチ
オンペルオキシダーゼ、ヘムオキシゲナーゼ 1 （HO-1）、
カタラーゼなどの抗酸化酵素や NAD（P）H キノンオ
キシドレダクターゼ 1（NQO1）などの第二相薬物代謝
酵素の発現を誘導する [8]。この Nrf2-ARE 経路を低分
子量化合物で活性化できれば、生体は酸化ストレスに対
して抵抗性を獲得した状態を維持できると考えられる。

３．野菜・果物抽出物による Nrf2-ARE 経路活性化作用
　野菜や果物の摂取により酸化ストレスが関与する疾患
に対する予防効果が期待できることが知られているの
で、身近な食品として野菜と果物に注目した。果物とし
てピーチ、りんご、ストロベリー、クランベリー、ラズ
ベリー、温州みかんを、野菜として青ジソ、モロヘイ
ヤ、春菊、セロリ、パセリ、赤ジソを選択した。これら
の野菜・果物をジエチルエーテルにより抽出し、各抽出
物の Nrf2-ARE 経路の活性化作用について PC12 細胞を
用いて検討した。その結果、クランベリー抽出物と青ジ
ソ抽出物が強力な ARE 活性の上昇を誘導したが、青ジ
ソ抽出物が最も顕著な ARE 活性化作用を発現した。同
濃度のクランベリー抽出物および青ジソ抽出物を 48 時
間 PC12 細胞に処置したところ、クランベリー抽出物は
顕著な細胞毒性を発現した。したがって、抽出物の更な
る精製は青ジソ抽出物を用いることとした。

４．青ジソ抽出物由来 Nrf2-ARE 活性化フラクション
の同定

　青ジソのジエチルエーテル抽出物中から Nrf2-ARE 経
路活性化物質の単離・精製を以下の手順で行った。ま
ず、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる分離
である。そのうち活性を有する画分を逆相 HPLC に供
した。最後に、水 / アセトニトリル混合液によるアイソ
クラティック溶出を用いた HPLC を用いて分離を行い、
その後活性測定を行うことにより活性フラクションを得
た。また、ジエチルエーテルでの抽出を行った際の水相
を同じく逆相HPLCを用いて分離した後活性測定を行っ
たが、水相には活性のあるフラクションは存在しなかっ
た。

５．青ジソ抽出物由来 Nrf2-ARE 経路活性化物質の構
造決定

　複数回の HPLC を用いて分離を行い、得られた画分
の活性を測定することで同定された活性フラクションを
薄層クロマトグラフィーに供すると単スポットとして
検出された。この分離方法によって、100 g の青ジソの
生葉から 11 mg の活性物質を得た。精密質量分析を行
い、その化学式が C17H16O5 であることが明らかとなった。
さらに化学構造を明らかにするために、核磁気共鳴によ
る構造解析を行ったところ、活性成分は 2',3'-dihydroxy-
4',6'-dimethoxychalcone（DDC）であることが明らかと
なった（図２）。DDC は熱帯に生息するバンレイシ科の
植物である Uvaria dulcis Dunal の葉から発見されたカ

ルコンを基本骨格に持つ化合物である [9]。カルコンは
フラボノイドファミリーに属する芳香族エノンであり、
フラボンの前駆体となる。これまでに、多くのカルコ
ン誘導体が植物から発見されており [10]、抗炎症作用や
抗酸化作用などを有することが報告されている [11,12]。
しかし、青ジソに DDC が含まれるということ、および
DDC の薬理作用に関する報告はこれまでになく、我々
の報告 [7] が青ジソのおける含有と Nrf2-ARE 経路の活
性化を明らかにした初めての報告となった。

６．合成 DDC による Nrf2-ARE 経路活性化と抗酸化
酵素の発現上昇

　DDC は 2'-hydroy-4',6'-dimethoxyacetophenone と
trans-cinnamoyl chloride から Friedel-Crafts 反応により
合成した [13]。化学合成した DDC は PC12 細胞におい
て ARE 活性化を誘導した。DDC による ARE 経路活性
化は濃度依存的であり、かつ 9 〜 12 時間をピークとし
た一過性に引き起こされた。また、DDC は 30 μ M 未
満の濃度において 48 時間処置においても細胞毒性は示
さなかった。一般に ARE の活性化には Nrf2 による結
合が重要な役割を果たす。そこで DDC による ARE 活
性化における Nrf2 の関与を明らかにするために、Nrf2
の siRNA を用いて検討を行った。PC12 細胞に Nrf2 の
siRNA を処置したところ Nrf2 の発現は部分的に抑制さ
れた。さらに DDC による ARE 活性化も部分的に抑制
された。これらの結果より DDC による ARE の活性化
には Nrf2 が重要な役割を果たしており、DDC は Nrf2-
ARE 経路を活性化させることが明らかとなった。
　Nrf2-ARE 経路はグルタチオン合成の律速酵素である
γ- グルタミルシステイン合成酵素（γ-GCS）や NQO1、
HO-1 の誘導に重要な役割を果たすことが知られている。
DDC によるこれらの酵素誘導について PC12 細胞を用
いて検討した。DDC を 24 時間処置したところγ-GCS
のタンパク量、還元型グルタチオン量、NQO1 活性およ
び HO-1 のタンパク量が増加した。

７．酸化ストレスによる細胞死に対する DDC による細
胞保護作用

　6- ヒドロキシドパミン（6-OHDA）は酸化ストレス
を誘発して細胞死を誘導するためにヒト神経芽腫 SH- 
SY5Y 細胞や PC12 細胞を含む多くの細胞種において広
く使用されている [14-16]。酸化ストレスに対する DDC
の作用を検討するために、PC12 細胞を用いて 6-OHDA

O

OH

H3CO

OH

OCH3

図２　2',3'-Dihydroxy-4',6'-dimethoxychalcone の
　　　化学構造
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誘発細胞毒性に対する作用を検討した。DDC を 24 時間
前処置した後に 6-OHDA を 24 時間処置し、細胞生存率
を評価したところ、DDC により濃度依存的な細胞保護
作用が観察された。さらに細胞内の活性酸素種量を測定
したところ、DDC の前処置により 6-OHDA により誘発
される細胞内の活性酸素種量の増加が有意に抑制され
た。

８．終わりに
　青ジソ抽出物より単離した DDC は、生体内抗酸化シ
ステムである Nrf2-ARE 経路を活性化することにより抗
酸化酵素の誘導を引き起こし、生体内で生じる酸化スト
レスに対し細胞保護作用を示すことが示唆された。Nrf2
ノックアウトマウスが wild-type と比較して酸化ストレ
スに対し脆弱であるという報告 [17,18] や、ガン細胞に
おいて Nrf2 の発現が低下しているという報告 [19,20] が
あることから、Nrf2-ARE 経路を介する抗酸化酵素の誘
導不全は様々な疾患の増悪因子となり得ることが示唆さ
れている。したがって、DDC のような生体内抗酸化シ
ステムを活性化するフィトケミカルの摂取は、生体内の
抗酸化力を高めることで、アンチエイジング効果に加え
て酸化ストレスが関与する疾患の予防や進行の緩徐化に
つながることが期待される。高齢化社会が急速に進行し
加齢性疾患の増加がますます見込まれる我が国におい
て、抗酸化酵素誘導による疾患予防が重要な戦略の一つ
として重要になってくると考えられる。
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１．放射線生物影響研究と老化研究
　放射線生物影響研究と老化研究は、一見全く別の研究
分野に見えるが、老化と放射線には深い関わりがある。
放射線は、粒子線（α線、β線、中性子線、陽子線）と
電磁波（光子）放射線（X 線やγ線）に分けられ、直接
的なエネルギー付与（直接作用）と水分子の電離による
OH ラジカルをはじめとする活性酸素種（ROS）の生成

（間接作用）によって DNA 鎖やたんぱく質などに酸化
的障害を与えることが知られている。α線などでは直接
作用、X 線やγ線では間接作用の寄与が高くなる。この
ように放射線照射された細胞では、直接作用又は間接作
用によって DNA の一本鎖／二重鎖切断やたんぱく質の
酸化的損傷といった障害が生じる。
　一方、ROS による DNA 障害は、老化メカニズムの
一因とされ、放射線被ばくによる老化促進も示唆され
ている。動物実験においてもγ線や X 線をマウス全身
に照射することによって全身性に ROS を生成させる老
化モデルも存在する。γ線や X 線による DNA 障害が、
多少なりとも生体の老化に関与することは否定できな
い。本稿では、放射線細胞応答において我々の発見した
新たなメカニズム、放射線誘発プリン介在型細胞間情報
伝達（ATP シグナリング）のうち、DNA 損傷修復応答
における ATP シグナリング役割について紹介し、最後
に老化との関連性についても考察してみたい。
　
２．放射線細胞応答における二次的素因の関与
　放射線障害の基本原理となるのは、放射線による
DNA二重鎖切断である。DNA鎖が切断された細胞では、
損傷からの修復反応により、一部の細胞では回復するが、
損傷が大きく修復不可能な場合には細胞死に向かう。そ
の修復過程を含め、副次的な生化学的過程を経て細胞死、
組織障害、遺伝子変異、染色体異常などが生じ、最終的
に急性障害、晩発性障害、個体死、がん化などが起こる。
　最近、この生化学的過程には幾つかの二次的作用／現
象の存在が示唆されており、近年放射線照射細胞から遠
く離れた非照射細胞にまで影響が現れるバイスタンダー

効果が注目されている。そのメカニズムとしては、細胞
が照射後に二次的に産生誘導する活性酸素種やサイトカ
イン （TGF-β）、一酸化窒素、あるいはギャップジャン
クション経由の細胞間情報伝達が報告されているが、未
だ不明な点が多い [1]。このバイスタンダー効果を含め
た放射線による二次的シグナル伝達を介した生化学的過
程を明らかにすることは、放射線生物影響を理解し、放
射線被ばく防護や放射線がん治療の向上を考える上で極
めて重要である。

３．細胞間シグナル分子としての ATP シグナリング
　図１に示すように、ATP は細胞内に数 mM 存在する
が、細胞外ではわずか数 nM と非常に低く保たれている。
しかし、細胞が外部から様々な刺激（浸透圧変化、圧刺激、
電気的刺激など）を受けると、マキシアニオンチャネル、
ヘミチャネル、開口放出などを介して ATP や UTP を
細胞外へ放出する結果、ヌクレオチドの細胞表面濃度は
数 µM 〜 100 µM まで増加する。引き続き、これらヌク
レオチドは細胞表面のプリン受容体（イオンチャネル内
在型 P2X1-7 受容体と G たんぱく共役型 P2Y1-14 受容体）
を活性化する。その後、細胞外ヌクレオチドは速やかに
ヌクレオチド分解酵素によって分解される。このように
ATP などのヌクレオチドはシグナル分子としての役割
を有している。
　プリン受容体は、さまざまな生体反応に関わることが
知られているが、放射線生物影響においてプリン受容体
の関与を検討した報告はこれまで皆無であった。ごく最
近、我々は放射線照射後に細胞から ATP が放出される
こと、放出された ATP や ADP、UDP などのヌクレオ
チドが照射後の細胞応答に重要な役割を担っていること
を初めて明らかにした [2-8]。本稿では、DNA 損傷修復
応答での ATP シグナリングの役割について紹介する。

４．放射線 DNA 損傷修復応答での ATP シグナリング
の関与

　放射線照射によって DNA 鎖の切断が生じるが、損
傷修復応答により修復が行われる。DNA 鎖切断部位で
は、ATM が活性化し、ヒストン H2AX がリン酸化（γ
H2AX）される。その部位に 53BP1 などの修復たんぱ
く質が集積し、DNA 鎖の修復が開始される。しかし、
そのメカニズムには不明な点が多い。そこで、我々は放
射線細胞応答において最も重要な DNA 損傷修復応答で
の ATP シグナリングの関与について検討した [7]。
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　ヒト肺がん A549 細胞に対しγ線を照射した結果、0.5 
Gy 以上の線量でγH2AX の focus 形成が観察された。
また、２Gy の照射で形成される focus 数は 1-3 時間後
に顕著に増加した。つぎに、γH2AX focus 形成に細胞
外 ATP が関与するか否かについて、細胞外 ATP 分解
酵素 apyrase および ATP 分解酵素阻害薬 ARL67156
を用いて検討した。その結果、図 2A に示すように、
apyrase の前処置によって 2 Gy 照射 3 時間後の focus
数は減少し、反対に ARL67156 の前処置によって増加
した（図 2A）。また、照射直後に ATP や UTP（1-10 

µM）を添加することによってこの focus 数はより増加
した（図 2B）。これらの結果から、細胞外ヌクレオチド
がγH2AX focus 形成（ATM 活性化）を促進している
可能性が示唆された。
　さらに、γH2AX focus 形成への P2 受容体の関与につ
いて P2 受容体阻害薬を用いて検討した結果、P2X7 受
容体阻害薬 A438079 および oxATP、P2Y6 受容体阻害
薬 MRS2578、P2Y12 受容体阻害薬 clopidogrel によって
抑制された（図 2C）。そこで、P2X7 受容体、P2Y6 受容体、
P2Y12 受容体の関与について詳細に検討した。2 Gy 照

図 1　細胞間シグナル分子としての細胞外ヌクレオチドの役割（ATP シグナリング）
　細胞は、様々な刺激によって細胞外へと ATP や UTP などのヌクレオチドを放
出させる。細胞外ヌクレオチドは、細胞表面のプリン受容体（P2X1-7, P2Y1-14）
を活性化させ、様々な細胞応答が生じる。

図 2　 DNA 損傷修復応答における ATP シグナリングの関与
　A549 細胞をγ線（2 Gy）照射し、3 時間後のγH2AX focus 形成数を評価。

（A）細胞外ヌクレオチド分解酵素 apyrase, 細胞外ヌクレオチド分解酵素阻害薬
ARL67156 を前処置（B）ATP, UTP を照射 1 分後に処置（C）各種プリン受容
体阻害薬（P2X7 阻害薬 A438079, oxATP, P2Y6 阻害薬 MRS2578, P2Y12 阻害薬
clopidogrel, P2Y1 阻害薬 MRS2179, P2Y13 阻害薬 MRS2211）を前処置
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射後のγH2AX focus と活性化 ATM および 53BP1 の共
局在を検討したところ、A438079, MRS2578, clopidogrel
によって有意に抑制され、P2X7 受容体、P2Y6 受容体、
P2Y12 受容体の関与が示唆された [7]。さらに、P2Y6
および P2Y12 受容体をそれぞれノックダウンした結果、
γH2AX と活性化 ATM および 53BP1 の共局在は有意
に減少した。これらの結果から、P2Y6 および P2Y12
受容体がγ線による DNA 損傷修復応答に関与してい
ることが明らかとなった [7]。一方、非照射細胞に ATP
や UTP を処置してもγH2AX focus 形成、ATM および
53BP1 の集積は生じなかったことから、ATP や UTP
は DNA 損傷を誘導しているのではなく、DNA 損傷修
復のための反応を誘導していることが示唆された。
　また、γ線（2.0 Gy）照射によって照射 1-2.5 分後に
おいて ATP の放出が認められた [7]。これまでに P2X7
受容体の ATP 放出への関与を明らかにしているため 
[3,5]、P2X7 受容体阻害薬を用いて ATP 放出への影響
を検討した。その結果、照射 2.5 分後における ATP 放
出が抑制されたことから、ATP 放出への P2X7 受容体
の関与が示唆された [7]。
　これまでの多くの報告では、γH2AX focus 形成は
DNA 損傷の指標として利用されるため、今回明らかと
なった P2 受容体を介したγ H2AX focus 形成は、DNA
損傷自体を P2 受容体が誘導しているのではないかとい
う疑問がでる。我々は、コロニーアッセイを用いて照射
後の細胞生存率を測定した結果、照射細胞のコロニー形
成数は、P2Y6 および P2Y12 受容体の阻害薬やノック
ダウンによってさらに減少することを確認している [8]。
すなわち、これら受容体阻害による DNA 損傷修復の抑
制がγ線による細胞傷害を増強したことから、両受容体

の損傷修復応答への関与が示唆された。
　以上の結果から、放射線照射によって P2X7 受容体依
存的に ATP などのヌクレオチドが放出され、放出され
た ATP 等によって P2Y6 および P2Y12 受容体が活性
化され、DNA 損傷修復応答を誘導しているという新規
メカニズムを明らかにした [7]。放射線被ばく後の DNA
損傷修復という放射線損傷応答の根本的なメカニズムに
おいて ATP シグナリングが関与することが明らかとな
り、その重要性が示唆された（図 3）。

5.　放射線細胞応答における ATP シグナリングの役割
と老化への応用

　上述の結果のほか、我々は、一連の研究によって放
射線生物影響に細胞外ヌクレオチド放出とプリン受容
体活性化を介したオートクライン・パラクライン型シ
グナル伝達（放射線誘発プリン介在型細胞間情報伝達）
が重要な役割を担っていることを明らかとした。図３
に、これまでに我々が明らかにしたメカニズムの概略図
を示した。γ線による酸化的ストレスによって TRPM2
チャネルが活性化し [9]、P2X7 受容体依存的にコネキ
シン 43 を介して ATP 等のヌクレオチドが放出され [3, 
5]、細胞表面の P2Y6 および P2Y12 受容体が活性化し、
EGFR-ERK1/2 活性化 [4]、DNA 損傷修復 [7]、活性酸
素種産生および抗酸化たんぱく発現 [5] を誘導すること
が明らかとなった。これらの結果、この ATP シグナリ
ングは、放射線からの防護や修復といった放射線ストレ
ス応答の誘導に重要であること、さらに放射線適応応答
のメカニズムである可能性やがん細胞の放射線抵抗性に
関与している可能性も示唆された。今後、ATP シグナ
リングがどのような放射線生物影響にどのように関与し

図 3　放射線細胞応答における ATP シグナリングの役割
　γ線照射によって TRPM2 チャネルが活性化し、P2X7 受容体 - コネキシン 43
ヘミチャネルを介して ATP などのヌクレオチドが放出される。その後、P2Y6 お
よび P2Y12 受容体が活性化し、EGF 受容体の活性化、DNA 損傷修復、抗酸化能
の誘導などが生じ、放射線障害からの修復や保護が行われる。
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ているかを明らかにしていくことによって、未だ不明な
点の多い放射線被ばく後の細胞応答や生物影響がより正
しく理解され、放射線防護や放射線がん治療の改善につ
ながる新規ターゲットになっていくことが期待される。
　一方、前述のように、γ線によるストレス応答は、酸
化的ストレスに対する細胞応答とも考えられる。老化を

“持続的な酸化的ストレスを伴った慢性炎症”と捉えた
場合、プリン受容体を介した DNA 損傷修復反応や抗酸
化系の誘導は、抗老化メカニズムとして機能している可
能性がある。すなわち、慢性的な酸化的ストレスに対し、
細胞は ATP を放出し、プリン受容体を常時活性化させ
ることによって DNA 損傷修復能や抗酸化能を亢進さ
せ、細胞や組織を保護し、老化進行を抑制している可能
性が考えられる。そのため、プリン受容体の遺伝子変異
による受容体活性の著しい低下は、酸化的ストレスによ
る DNA 損傷後の修復が十分に行われず、遺伝子変異や
がん化など組織の老化を促進する可能性も考えられる。
放射線ストレス応答と抗老化細胞応答には ROS の関与
という共通項があることから、両者をさまざまな点から
比較することによって新たな研究の展開に結びつく可能
性があり、興味深い。
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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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寿命とは何だろうか？　有性生殖の定義も含めて　激論！

三井　洋司、後藤　佐多良、高木　由臣、重本　和宏
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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。
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　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



－ 47 －

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。
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　2013 年 12 月 14 日（土）に第 35 回日本基礎老化学会
シンポジウム「老化とタンパク質分解の接点 －分解系
を亢進すれば老化制御も可能か？－」を東京都健康長寿
医療センター研究所で行いました。シンポジウムの参加
者は61名でした。基礎老化学会会員以外にも18名の方々
に参加して頂き、活発な議論を行うことができました。
シンポジウム終了後には懇親会も開催して 34 名の方々
に参加して頂きました。

シンポジウム風景

　細胞内でのタンパク質分解系については、①ユビキチ
ン－プロテアソーム系、②オートファジー－リソソーム
系、③カルパイン、カスパーゼなどによる分解系の 3 つ
に大別されます。その中でも近年、オートファジーによ
るタンパク質分解は特に注目されており、今年のノーベ
ル賞の有力候補者に大隅良典特任教授と水島昇教授の名
前が挙がったことから、一般の方々にもオートファジー
の名前が広く知れ渡りました。タンパク質分解はアルツ
ハイマー病などの神経変性疾患や様々な疾患の発症の一
因になっています。しかし、老化との関連性を明らかに
する研究はまだ少ないのが現状です。そこで今回、タン
パク質分解と老化について広く知識を深めるため、そし
てこれからの研究の方向性を議論するために本シンポジ
ウムを企画しました。
　シンポジウムでは、はじめに後藤佐多良先生に「老化
とタンパク質代謝回転：オーバービュー」というタイト
ルでタンパク質分解系の加齢変化について、後藤先生の
研究データを交えながらオーバービューをして頂きまし
た。後藤先生はおよそ 40 年前からタンパク質代謝回転
の加齢変化に関する研究をされています。講演の中で、
加齢によりタンパク質代謝回転が遅くなり、異常タンパ
ク質が蓄積することが老化の原因のひとつであるとお話
しされました。

 　質疑での後藤佐多良先生

　小松雅明先生はオートファジー研究の第一人者であ
り、今回はオートファジーと Keap1-Nrf2 システムの接
点についてご講演頂きました。Keap1-Nrf2 システムは
酸化ストレスなどのストレス応答機構に働く主要な分子
としてとても有名です。しかし、オートファジーとの関
連性についてはあまり知られていません。小松先生は
p62 が Keap1 の Nrf2 認識部位に結合し、Nrf2 の分解を
拮抗阻害しうることを明らかにしました。また、選択的
オートファジーと Keap1-Nrf2 経路が p62 のリン酸化を
介して連動していることも発見しました。質疑ではオー
トファジーの基礎的な現象から詳細な機構に至るまで多
くの質問がありました。

 　

小松雅明先生

　萬谷博先生はα -klotho に変異が入った klotho マウス
ではカルシウム依存性のタンパク質分解酵素、カルパイ
ンが klotho マウスの腎臓と肺で異常に活性化されてお
り、spectrin などの細胞骨格タンパク質を分解するなど
α -klotho タンパク質とタンパク質分解系の関連につい
てご講演頂きました。また、講演の最後に最新の研究デー
タについても少しご紹介頂き、その詳細な結果を来年の
基礎老化学会大会で発表してくれることになりました。
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石神　昭人
東京都健康長寿医療センター研究所　老化制御研究チーム　分子老化制御
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萬谷博先生

　石堂一巳先生は培養細胞を用いて継大を重ねた MRC5
細胞では B 細胞の分化・成熟因子である soluble B-cell 
activating factor belonging to TNF family（sBAFF）
が培地中に検出されること、そして細胞にアポトーシス
を誘導することについてご講演頂きました。石堂先生は
リソゾームでのタンパク質分解酵素であるカテプシン
B、L の発見者である勝沼信彦先生のお弟子さんであり、
以前よりカテプシンの研究をされていました。現在はア
ポトーシスに関連するカスペースの研究を主にされてい
ます。残念ながら勝沼先生は先月、11 月 10 日に肺炎の
ため 87 歳でお亡くなりになりました。日本でのタンパ
ク質分解の第一人者である勝沼先生のご冥福を心よりお
祈り申し上げます。

 　

石堂一巳先生

　樋上賀一先生は脂肪細胞株の分化・肥大化に伴うオー
トファジー、及び肝細胞株における脂肪酸により誘導さ
れるオートファジーについてご講演を頂きました。樋上
先生は基礎老化学会の学会員の中でも積極的にオート
ファジーの研究をされている先生であることから、質疑
では多くの質問がありました。樋上先生には質問に的確
にお答え頂くのと同時に、これからのオートファジー研
究の問題点も整理して頂きました。一部の質問では小松
先生にもコメントを頂き、とても充実した議論を展開す
ることができました。

 　

樋上賀一先生

　シンポジウムでの議論は、懇親会にも持ち越され、あ
ちらこちらでタンパク質分解系と老化との関係や抗老化
の可能性について議論をされていたのがとても印象的で
した。最後に本シンポジウムの座長をお引き受け頂きま
した伊藤雅史先生、近藤嘉高先生に深く感謝致します。
また、シンポジウムに参加して頂いた多くの方々にお礼
申し上げます。
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