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　国立長寿医療研究センター（NILS）から長崎へ移っ
て 12 年が過ぎた。長崎は日本の西海岸である。韓国、
中国に近い。飛行機の機内誌の地図でみると、意外にも
ソウルと大阪がほぼ等距離にある。東京は、はるかに遠
い。そんなこともあって、長崎大に移ってからは、私に
とっての「海外」はそのほとんどが韓国と中国になった。
　2006 年 の 春 に Asian Aging Core for Longevity 

（AACL）というディスカッションフォーラムを立ち上
げた。小規模ながら、韓国と中国の老化研究者を招待
して、長崎湾にうかぶ小島、「伊王島」で第一回目の
AACL の会合を開いた。現理事長の下川先生が大会長
として開催された第 29 回日本基礎老化学会のすぐあと
に、サテライトの形でプチリゾートのホテルで自由闊達
な議論をした。この形式は多くの研究者に喜ばれた。
　それからほぼ毎年のように、長崎、ソウル、福岡、ソ
ウル、京都、チェジュ、大阪、等々で AACL と冠した
会合を 10 回開いて、多くの老化研究者の研究交流と情
報交換を支援した。最初は手弁当だったが、後半の五年
間は幸い日本学術振興会から「アジアアフリカ研究教育
拠点形成事業」に採択され、世話役として機能するのは
正直大変ではあったが、日韓の老化研究の推進に、いや
少なくとも刺激を与える、元気づける、その役割は大い
に果たしたと思う。

　老化の分野でのこの AACL の日韓連携に関わった研
究者の総数は百人を越える。そのすべてではないが、23
名の PI がそれぞれの研究室での最新知見に関わる総説
を提供している。長崎の森とソウル国立大学のインヒー・
ムク - ジュンが編集した。本の表紙とチャプター執筆者
がわかる地図を下に添付している。
　最初に後藤佐多良先生による種々の老化学説の俯瞰的
レビューに始まり、そのあとは全体を大きく６つの領域
に分けて、ヒトの百寿者研究とプロジェリア、幹細胞や
培養細胞やデル生物での老化研究、代謝系を中心とする
組織老化、さらに老化脳における形態的また生理的変化、
アルツハイマー病脳、そして最後にはそれら老年性神経
変性疾患への対処法まで、一部香港の研究者を含めなが
らも、日韓の主要な研究室でのごく最近の発見を中心に、
それぞれの研究の周辺状況を整理している。
　寿命制御、代謝制御、そして老化脳の先端的研究につ
いて、日韓での研究動向を手短に理解するにはうってつ
けの本であり、また手近な共同研究先を探すにも便利な
情報源になる。大学院生や若手研究者の勉強にも役立つ
だろうし、老化研究を進める研究室、ならびに大学の図
書館には是非一冊備えていただきたい老化研究の専門書
である。
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This book brings together the most up-to-date information on recent research results 
of leading laboratories on aging science in East Asia, particularly in Japan, Korea, 
and Hong Kong. Starting with a comprehensive overview of various hypotheses on 
biological mechanisms of aging by Dr. Sataro Goto, each chapter covers broad aspects 
of the most recent findings in aging-related topics: centenarian studies and genome 
analysis of progeria, metabolic biochemistry and neurobiology, longevity controls in 
yeast and nematodes, oxidative stress and calorie restriction, and neurodegeneration 
mechanisms in Alzheimer’s and Huntington’s diseases, with further potential 
therapeutic approaches to these age-related neurodegenerative diseases. Also included, 
in part, is a summary and the outcomes of a scientific discussion forum called the Asian 
Aging Core for Longevity (AACL) that has been held annually alternating between 
Japan and Korea during the last decade. This book can serve as a useful resource for 
finding appropriate collaborators in the areas it covers. The target readership is made 
up of graduate students and researchers at universities, medical and/or life-science 
schools, and biomedical and pharmaceutical institutes. 

Why does aging exist? How do we age? How is each organism’s lifespan determined? 
These are fundamental questions in the field. We may be still far from achieving a 
complete view of aging mechanisms, but this book, Aging Mechanisms, offers an 
excellent opportunity to become familiar with the most updated progress in the 
biomedical research of aging in Japan and Korea, the two leading nations for human 
longevity.
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