
　ご紹介ありがとうございます。私もアルツハイマー病研究

をやっているのですが、今日はアルツハイマー病の大先生の

2つの話にサンドイッチのように挟まれています。私が期待さ

れているのはアルツハイマー病の話ではなくて、人間はいく

つまで生きられるかというお話をしろということなので、本日の

タイトルは「老化と長寿」というタイトルです。 

   

■平均寿命と最大寿命 

　私の話は途中でクイズ形式になっています。最初のスライ

ドもクイズになっているのですが、最初なので解答を出して

いきます。一般に寿命というときに、何歳まで生きられるのか

という話なのですが、これには細かくいうといろいろな寿命

があるということだけ、今日は勉強して帰っていただきたいと

思います。 

　「あなたは何歳まで生きられますか？」というのは、平均寿

命を聞いているのです（図1）。それに比べて、「人は何歳ぐ

らいまで生きられる動物なのですか？」というのは、最大寿命

を聞いているのです。最近はWHOが「健康で何歳まで生き

られるのですか？」という質問に答えなさいということで、健

康寿命という寿命を定義しています。 

　解答を出していきます。「あなたは何歳まで生きられますか？」

ということに関しては、毎年厚生労働省が発表している平

均寿命のデータを持ってくればいいということで、男性は78歳、

女性が85歳と報告されています。日本人の女性は85歳ぐら

いまで生きられるというのが答えになります。最大寿命に関

しては、ギネス記録を見ればよいのです。この世の中でいち

ばん長生きした人は何歳ぐらいですか。122歳だということで、

人間は120歳ぐらいまで生きられるだろうということです。健

康寿命というのは、先ほどの平均寿命から最後どのぐらい

病院通いをしていますかということです。男性は平均6.5年

間病院通いをしていますから、病院通いをしていない時間

というのは78歳から6.5歳を引いて、71歳です。女性の場合

は平均寿命が85歳と長いのですが、療養期間が9年もあり

ますので、85歳から9歳を引いて76歳ということになります。こ

こに出した数は世界で最も高い数であり、日本は世界一の

長寿国であるというのも、こういう統計データから裏づけられ

ています。 

　数年前の朝日新聞を持ってきましたが、平均寿命がちょっ

ぴり短縮したと新聞に書いてあります。では、ちょっぴり短縮

したというのは、何に比べて短縮したのかという質問が来る

と思いますが、それは前の年に比べてちょっぴり短縮したと

いうことです。ですから、グラフを見てもらうとわかるのですが、

前の年より若干下がっているのです。どうして下がったのか。

平均寿命というのは伸びたり縮んだりするということがこの

記事からわかるのですが、どうして短縮したかというと、下に

ちょっとヒントがありまして、その年はインフルエンザが流行し

たと書いてあります。ということは、この年はインフルエンザが

流行したために、前の年よりも平均寿命が若干小さくなった

ということがわかります。それでも、この次の年は必ず平均寿

命が伸びてきます。理由は、この年にインフルエンザで亡くな

る人は亡くなってしまったので、次の年にはもうインフルエン

ザはだいたいはやらない、はやったところで死亡率は非常に

低いということから、この平均寿命のトレンドは右肩上がりに

なります。毎年平均0.2歳か0.3歳、つまり3年で1歳ぐらい、10

年で3歳ぐらい延伸しているというトレンドがあるということです。 

   

■80歳のおばあちゃんはあと何年生きられるか？ 

　これが私の最初の問題です（図2）。皆さんに自信をつけ

ていただこうということで、非常にやさしい問題を最初に持っ

てきました。これは100％当ててもらわなければいけないとい

うクイズ問題になっています。私が問題を読み上げますので、

皆さん、「はい」か「いいえ」のどちらかに手を挙げてください。

今年の日本人女性の平均寿命が85歳と昨日朝日新聞に発

表になりました。隣に住んでいるおばあちゃんが、今日80歳

の誕生日を迎えました。おばあちゃんから、私の誕生日が80、

平均寿命は85歳、だから85から80を引いて、50％の確率で

あと5年生きられるかという質問を受けました。これが合って

いるか、間違っているかというのが質問です。 

　では皆さん、だいたいもう答えは決まったと思いますので、

聞いてまいります。これが「イエス」だと思う人、手を挙げてく

ださい。少ないですね。では、残りの人はみんな「いいえ」の

はずですね。「いいえ」だと思う人、手を挙げてください。この



会場はだいたい挙がっています。時 ど々ちらにも挙げない迷っ

ている人がいるのですが、今日の会場は非常に高い正解

率が出ています。快調に講演が進んでいるという感じですが、

正解は「いいえ」になります。 

　近くのＵＦＪに行ってみますと、こんなパンフレットが置いて

あり、これを見ると、60歳の平均余命、70歳の平均余命、80

歳の平均余命が出ています。この80歳のときの平均余命、

80歳の女性があと何年生きられるのかというところを見ます

と、10年と書いてあります。つまり、先ほど5年と答えてしまっ

たら、それは半分しか答えていないことになるのです。正解

は10年ぐらい生きられるということです。どういうことかというと、

85歳というのは今年生まれた0歳の赤ちゃんの平均余命な

のです。ですから、80歳の人にこれを応用できない。それが

解答です。 

   

■平均寿命の延伸は死亡率低下のミラーイメージ 

　これは20世紀、100年前から今日まで、平均寿命がどのよ

うに経過してきたかを、歴史的に振り返ってみようということ

です（図3）。これは米国のデータですが、日本でもだいたい

同じようなトレンドを描いていまして、100年前は平均寿命が

50歳の時代でした。実際に大正12年の男性の平均寿命は

42歳、女性の平均寿命は43歳。女性と男性の差は1歳しか

なかったのです。今は男女差は7歳ぐらいあり、この男女差

は20世紀の間に7歳も差をつけられてしまったということにな

ります。  

　1918年に、平均寿命が一時的に下がったピークがあります。

ここも実は問題になっているのですが、時間の関係でもう正

解を出していきます。この年はスペイン風邪が流行しまして、

アメリカの本土だけで200万人の方が亡くなっています。つ

まり死亡率が上がると平均寿命が下がってくるということで、

これは死亡率から平均寿命が計算されていることを物語っ

ているわけです。この上のグラフ（平均寿命）と下のグラフ（死

亡率）の間に鏡を置いていただきますと、この2つのグラフは

ミラーイメージになっていることがわかります。したがって、平

均寿命が延伸し続けている理由は、死亡率が下がり続け

ていることのミラーイメージになっているから、ということです。

なぜ平均寿命が延伸し続けているのかを考えるときは、死

亡率を見なければいけないということになります。  

　そこで、ここに現在の死亡原因と100年前の死亡原因のトッ

プ10をリストアップして、比べてみています。そうしますと、100

年前は肺炎、結核、下痢で皆さん亡くなっていました。今は

どうかというと、肺炎や下痢で亡くなる人は非常に減りまして、

結核も治療されて、結核で死ぬ人も非常に減ってきました。

つまり医学の発達、抗生物質、抗結核剤、それから衛生環

境がよくなったことによって、死亡率が下がった。その結果と

して、平均寿命が伸びてきていることがわかります。心臓病、

がん、脳卒中が増えているではないかという意見を言う人が

いるかもしれませんが、このような生活習慣病はちゃんと肺炎、

結核、下痢の下にいたのです。ですから、これは上がだんだ

ん下がることによって、順位が単純に上がったにすぎない。

その理由は、死亡率はどんどん下がっていて、生活習慣病

も我々は医学の発展によって克服しつつあるというトレンド

があるわけです。 

   

■平均寿命には男女差がある 

　第2問目です（図4）。こちら側に5個の国が出ています。

こちら側にやはり5個の数が出ています。先ほど申し上げた

ように、日本人の平均寿命の男女差というのはここ（6.89歳）

です。だから、13.4歳というのはこの中の違う国なのです。

つまり、これは国と平均寿命の差を結んでもらうクイズです。

女性の平均寿命のほうが13歳も長い国が、このインド、ロ

シア、中国、フランスの中にあります。女性のほうが13歳も

長生きする国はこのうちのどの国でしょうか。4択になります。

皆さん、心を決めていただいて、手を挙げてください。これ

は非常に難しくて、こういう会場でやりますと、いつも割れま

す。この4つの国の中で、１３歳も女性が長生きする、もしく

は13歳も男性が早死にするという言い方もあるかもしれま

せん。  

　では、上からいきたいと思います。インドだと思う人、手を

挙げてください。ロシアだと思う人、手を挙げてください。中

国だと思う人、挙げてください。最後です。フランスだと思う人、

けっこういます。フランスに挙げる人はフランスが好きな人な
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のです。いつもだいたいそういう傾向はわかっておりまして、

あまり考えずに、フランス料理が好きだとか、シャンソンが好き

だとか、そういう理由で挙げていることが多いようです。 

　正解はロシアです。ロシアは女性のほうが13歳長生きな

のです。でも、これは女性が原因しているのではなく、男性

の平均寿命が短いということで、エリツィン大統領の時代に

男性の平均寿命はどんどん下がりました。ロシア軍がチェチェ

ンに侵攻する時代には男性の平均寿命が60歳を割りまし、

一時57歳台になりました。今若干回復しましたが、まだ60歳

台まで回復しきれていません。このロシアの男性の死亡率を

見ますと、心筋梗塞が非常に多いのです。次にアルコール

依存症。社会的なバッググラウンド、経済不況といったものが、

心臓病という病気になって現れていると考えています。イン

ドは0.4歳で、男性と女性がほとんど同じような年齢で経過し

ていますし、中国が3.8歳、フランスが7.6歳ということで、平均

寿命というのはその国の保健政策や経済状況、戦争をやっ

ているかどうかといったことに非常に左右されます。ちなみに、

アフリカの中央あたりの国にいきますと、平均寿命はだいた

い35歳ぐらいです。HIVの陽性率が20～30％の国は、国民

の人口自体がその病気によって減ってきているという状況で、

我々の統計とは比べることができないような状況になってい

ます。 

　G7、G8といわれるような近代諸国におきましては、健康寿

命も平均寿命もどんどん延伸していまして、今皆様にお見

せしましたようなデータ、要するに医療レベルの向上によって

平均寿命は毎年延びています。これからどうなるのかという

質問をよく受けますが、2000年になって出てきたゲノムが予

防医学にかなり貢献するだろう、また、ナノテクノロジーもだ

んだん発展して、もう外科がなくなるかもしれないというような

ことがささやかれているので、21世紀はさらに延びてくるだろ

うと予測しています。 

   

■世界で最も長生きしたカルマンさん 

　そこで、人間とは一体いくつまで生きられる動物なのか。

こういう質問にも答えていかなければいけません。フランス

人のカルマンさんという人は、1875年にフランスのアルルとい

う町で生まれて、1997年に122歳で亡くなっています。最近

まで生きていたということで、この人は120歳まで生きられると

いうことの生き証人になっていました。 

　この人が120歳のときに、「カルマン語録」というのをCDに

して出しました。そのCDをよく聞きますと、「私はヴァン・ゴッホ

と交遊があった」と言っています。ヴァン・ゴッホは1893年に、

この有名な自画像をかいていますが、このアルルという町で

絵をかいていたのです。カルマンさんはそのとき18歳だった

のですが、おじさんが画材道具屋さんを経営していたのです。

そこでカルマンさんはバイトをしていまして、その店にゴッホ

が絵の具を買いにきていたということを物語っています。120

歳のときにヴァン・ゴッホについて、「非常に汚くていやらしい

男だった」と語っているということです。最後の最後まで正

直に自分の考えたとおりのことを言っていた人生だったとい

うことです。 

　カルマンさんの一人娘のイボンヌさんがこちらで、お母さん

のカルマンさんがこちらです（図5）。ツーショットの写真は、こ

ちら側が娘さんでこちらがお母さんではなくて、こちら側が娘

さんでこちら側がお母さんなのです。これがカルマンさんが

40歳のときの横顔ですが、非常に若 し々く年をとっていった

ということです。85歳でフェンシングを始めたというエピソード

も、非常に驚くべきものです。だんなさんが53歳でがんで亡く

なり、それが多分影響したと思うのですが、その後イボンヌさ

んやそのお孫さんなど、皆さん若くして亡くなりまして、カルマ

ンさんは最後の最後まで一人残ってしまったそうです。 

　120歳のときに先ほど言ったCDをリリースしまして、私はそ

れを日本語訳して『老化時計』という中で紹介したのですが、

カルマンさんが120歳のときに語った言葉は、非常に論理的

に構成されています。正直なその人の生きざまが文章の中

にも出ているということもあるのですが、「これまでにできた皺

は1個だけ、でも今でもその上に座っているのよ」。これはちょっ

と解説をしておきますと、もう120歳だから、しわはたくさんある

のです。でも、そのしわは見えないでしょうというような、ちょっ

としゃれたことを言っているのです。でも、1個あるのよと。今

はその上に座っているから、あなたには見えないのよというよ

うなことを言っています。だいぶしゃれているのですが、構文
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を見ますと、ここには英語でいえばwhichという関係代名詞

がありまして、こういう関係代名詞を使うというのは、短期間

のメモリーがしっかりしていないと使えません。この関係代

名詞のあと元の文章に戻ってきますので、ぼけていては使

えません。こういうロジックを使って最後の最後まで120年間

生きていたということです。「私って、普通のご婦人でしょ」「勇

気があるから、どんなことも恐れない」「うまくいったときはうれ

しかった。これまでに、しっかり正しいことのために行動した

ことに後悔はない。私は本当に幸運だった」と語っています。 

 

■長寿になる遺伝子の存在 

　2000年になって、ヒトゲノム計画というのがありまして、ヒト

ゲノムの概要がわかったということで、2001年2月16日に「サ

イエンス」誌に発表になったときの表紙です（図6）。ヒトゲノ

ムというのは人の設計図になりますから、このブループリント

の中にいろいろなことが書かれているだろうと。どうやって人

が生まれているのかも、この設計図の中に書かれているに

違いない。どうして黒人と白人の差があるのか、皮膚の色

のこともこのブループリントの中に書かれているに違いない。

男性と女性の差はどうやって出てくるのか。その中に、この

表紙のいちばん上に、どうやって人は年をとって死を迎える

のか。どうして人の寿命は120歳なのか。この秘密も、必ず

このゲノムの中に情報があるに違いないと、一般の人も私も

そう思います。ヒトゲノムの中にある3万個の遺伝子の中に

おそらく寿命を規定する遺伝子があるだろうと思うわけです。 

　そういう遺伝子に、ダイレクトにアプローチしようという果敢

な研究者も世の中にはいまして、当時ハーバード大学、今ボ

ストン大学に移りましたパールズ博士です。私はちょっと、彼

は頭がよすぎてしまうと懸念しているのですが、彼はニューイ

ングランド地方の百寿の家系の人を端からインタビューして

いきまして、あることに気がつきました。100歳以上のメンバー

がいる家族の人が90歳以上になる確率は、100歳以上の

人がいない家系に比べると4倍も高いのです。これが調査

の結果から出てきまして、その調査結果は、疫学的にいえば、

その家系を長寿たらしめている遺伝子があるに違いないと、

このような研究の動機づけを与えるものでした。実際に彼が

調べてみますと、今アメリカ人の死因である、がん、心臓病、

脳卒中、これは日本の3大死因にもなっていますが、百寿に

なる人は心臓病、がん、脳卒中が非常に少ないということを

発見しまして、論文の中に書いています。そこで博士は、こ

の137家系の百寿の家系の人全員から血液を取りまして、

それで連鎖解析法という手法を使って、本当にその百寿の

秘密になっているような遺伝子を突き止めようという、大胆な

アプローチに出ました。 

　私は本当にこういう方法は素人というか、分野外なので

わからないのですが、パールズ博士に学会で会って話を聞

きますと、4番目の染色体系に決定的な遺伝子を発見したと

いうのです。でも、この3番にも実はあるというのです。でも、3

番にピークはないですねと言うと、パールズ博士は、いや、実

はここに隠れているのだと言うわけです。「この4番の遺伝

子は何ですか」と何度もしつこく聞くと、「そのうちおまえをびっ

くりさせてやるから、待っていろ」と言って、なかなか答えが出

てこなかったのですが、それが2003年になりついに論文になっ

て出てきました。 

　彼はこの4番にあるのはおそらくＭＴＰという遺伝子だろう

と言います。「何ですか、その遺伝子は？」と聞くと、実はコレ

ステロールに関係しているのだと言うのです。コレステロー

ルというのは動脈硬化を起こしてくるので、100歳まで生きる

人は動脈硬化から逃れているから、そのように長寿になる可

能性があると、彼は言うのです。今のところ、この遺伝子が

本当にその家系を長寿たらしめているかどうかというのは、

まだ確定していません。その理由は、慶応大学で日本で長

寿の家系のいろいろな検査をやっている広瀬先生に、日本

の長寿の家系でMTPの遺伝子はどうですかと聞くと、どうも

日本の百寿の家系ではこのMTPという遺伝子はあまり影響

していないようだと。今度フランスに行きまして、もっと大きな

コホートを使って、フランスの百寿以上の家系をさっと調べ

てみても、MTPの遺伝子とどうも関係ないようだというデータ

が出てきました。パールズ先生は非常に優秀な研究者です

ので、ニューイングランド地方で長寿になっている遺伝子を

彼が発見されたのか、頭がよすぎて、我々に見えないことま

で見えてしまっているのか、ちょっとよくわかりません。ただ、こ
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ういう遺伝子は今後もう少し、人で出てきてもおかしくないと思っ

ています。  

   

■ウェルナー症候群の研究から 

　逆のアプローチをご紹介します。逆のアプローチというのは、

病的に年をとってしまう遺伝子の解析から、それを逆に操作

することによって長寿になれるかどうかという、またこれもおも

しろい話です。これはウェルナー症候群という病気のお話で

すが、この病気になりますと、どんどん早く老化が進んできて

しまい、ここには日系アメリカ人の患者さんの写真が出てい

ます（図7）。同一の患者さんの18歳のときと48歳のときです。

右側は48歳なのですが、もう80歳ぐらいの高齢に見えるの

です。どうしてかというと、全部白髪でしわがあって、白内障

になっているということで、老人の顔貌になっています。ジョー

ジ・マーチン博士という研究者は、この病気に非常に興味を

持って長年研究をしていまして、1995年に家族の遺伝子解

析から、この病気の原因遺伝子を突き止めました。 

　下にDNAの二重らせんが書いてあります。これはワトソン

とクリックが発見したDNAの構造です。遺伝子というのは二

重らせんです。だから、糸が二つくるくると巻かれているよう

な状態なのですが、これは巻かれているだけでは遺伝情報

は利用できないので、ほどけて1本鎖になります。これは勝手

になるわけではなく、酵素が1本鎖にしているのです。1本鎖

にする酵素を総称してヘリカーゼと呼んでいるのですが、ウェ

ルナーの患者さんからわかったことは、このヘリカーゼの遺

伝子がうまく働かなくなると、老化が早く進んでしまうようだと

いうことです。 

　この病気は思春期以降、つまり20歳ぐらいにならないと診

断がつかないのですが、20ぐらいから40ぐらいまで急速に老

化が進んできて、30、40で、50、60、70で出てくるような症状、

つまり、はげてきてしまったり、白内障になったり、糖尿病になっ

たり、骨がもろくなったり、動脈が硬くなったり、脳が萎縮したり、

悪性腫瘍が出てきたりして、48歳の平均寿命で亡くなる病

気です。2倍速ぐらいで人生が進んでいる、つまり老化のプ

ロセスが2倍速いということで、この老化のスピードをコントロー

ルする遺伝子がどうもあるに違いないと思わせるのです。 

　この遺伝子がとられてから今年で７年ぐらいたち、生化学、

世界のたくさんの研究室で、どうしてこの遺伝子が老化を

制御できるのかというメカニズムに関して、たくさんの研究が

出てきました。最終的な結論が出たわけではありませんが、

そういう研究結果をまとめますと、どうもゲノムというのは自動

的に組み換えを起こしているのです。組み換えというのは、

こちら側に遺伝子A、Bと書いてありますが、お父さんから来

た遺伝子とお母さんから来た遺伝子があって、それが組み

換えを起こすから、お父さんにも似ている部分があって、お

母さんにも似ている部分があるというような遺伝学が起きます。

そのためには真ん中に書かれたような組み換えという現象

が起きるのです。でも、この組み換えがあまりにもでたらめに

起きてしまい、そこにがん遺伝子があったりすると、細胞がが

ん化してしまうようなことが起きてきてしまうものですから、そ

れを修復するような力が内在しています。この原因遺伝子は、

どうもその修復するプロセスをやっているに違いない。です

から、修復がうまくできなくなることは、老化のスピードがコント

ロールできなくなることなのかもしれないということを今考えて

います。 

　そういう意味では、ゲノムを修復していくということは非常

に重要なことです。人間は日々酸素を燃やしていますと、活

性酸素が出てきます。活性酸素というのはここに電子が1個

足りないので不対電子と呼ばれています。ですから、相手か

ら電子を奪ってしまうような活性を持っていて、DNAを見つ

けますと、DNAから電子を取ってしまう。そうするとDNAが

傷つくことになりまして、日々 私たちの体の中ではこのアタック、

攻撃が起きているわけです。おそらく皆さんが私の話を40

分ぐらい聞く間に、1個の細胞の中に10万個ぐらいのアタック

が起きていると思いますが、幸いなことに、皆さんがこの会場

を出て行くまでに9万9999個ぐらい修復されているのですが、

それはこういう修復遺伝子があるからです。 

　でも、1個ぐらい修復されない部分が残ります。ゲノムとい

うのは太平洋のように広いところですので、1個ぐらい石を太

平洋の中に投げたところで、大勢に影響はないわけです。

ですから、若いころに湘南海岸に行って、大量に紫外線を

浴びても、次の日はちゃんと会社に行けるわけです。でも、傷

図7



は残っているということで、この傷はどんどん蓄積して、50、

60になるとその傷がたくさん増えてきて、にっちもさっちもいか

なくなるので老化の症状が出てくるというのが、今の老化研

究で主流になっている「エラー蓄積説」です。こういう説は

本当かという人もいるわけですが、実験上の証拠もかなりあ

りまして、そういう証拠を基に、老化の症状が出る前の30、40

の中年のときから生活習慣に気をつけなければいけないと

いう話が出てくることになるのです。 

　今言ったウェルナー症候群のヘリカーゼという遺伝子には、

変異が無く、遺伝子はまともに働いていますので、この会場

にいる人は上側の人生行路を歩んでいると思われます（図8）。

でも、上側の人生行路を歩んでいても、先ほど朝田先生から

話がありましたように、だれもこれから自分がアルツハイマー

病を発症するかどうかわかりません。アルツハイマー病を発

症してしまえば、違った人生行路を歩むことになります。目標

値であったところに行き着けないで、病的な寿命で終わって

しまうことになります。幸運にもパーキンソン病やアルツハイマー

病にならなかったとしても、だんだん体の機能が衰えて、生

理学的な老化が訪れて、ある一定の寿命に落ち着く。ここ

をさらに延伸させて、不老不死が達成できるのかということ

にも、実験系をもって答えようとしているのが我々の研究室

でやっていることです。 

   

■人に似た遺伝子を持つエレガンス線虫 

　私たちはこういう実験動物を使っています。これは顕微

鏡で写真を撮っているので大きく見えますが、1mmぐらいの

虫で「エレガンス線虫」といっています（図9）。私が高校の

ときには数学Iというのがありまして、sin（サイン）、cos（コサイ

ン）、tan（タンジェント）を勉強しました。サインカーブをノート

に書いたりしたのですが、この線虫がはったあとはサインカー

ブのように見えて、それが非常にエレガントなので、これをエ

レガンス線虫と命名しました。線虫研究を開拓したブレンナー

博士たちはノーベル賞を受賞されたのですが、命名がよかっ

たから受賞されたわけではなくて、この線虫が医学のために

非常に役に立つということがわかったから、ノーベル賞に輝

きました。  

　この線虫の秘密をちょっと解説します。私どもの遺伝子は

3万ぐらいですが、この線虫はだいたい1万9000なので、この

うちの4個に3個、74％は非常によく似ているのです。ですか

ら、この虫はばかにできないというのが私の直感です。その

理由に、この虫の寿命はたった21日、3週間です。我々はだ

いたい80～100年ぐらい生きますので、この線虫より2,000倍

長生きしているのです。逆の表現もできまして、この線虫は

2,000倍の速度で人生行路を歩んでいると考えることができ

ます。人生行路のトラックを2,000倍の速度で走っているとい

うことも言えるわけです。もしもそのような対比が成り立つとし

たら、X軸を、上は100年、下は3週間という感じでスケールを

合わせてあげると、2つの曲線が非常に似ていることがわか

るわけです。 

　もしもこれが同じようなメカニズムでこの生存曲線が書か

れていると仮定しますと、この線虫はいろいろな遺伝子操作

をすることによって寿命を延ばすことができるということが実

験室で証明されています。ここに示しているように、エイジ1

という寿命をコントロールしている遺伝子にちょっと操作を加

える。1万9000個のうちの1個の遺伝子が変わることによって、

寿命が2倍になってしまう。だから、エイジ1という名前をつけ

たわけですが、同じようなことが人にも起きるかもしれない。 

　ではエイジ1という遺伝子が私どもの体のゲノムの中にあ

るのかという質問がすぐ来ますが、答えは「イエス」です。我々

の体の中にもこのエイジ1に相当する遺伝子があるのです。

そうすると、そのエイジ1に相当する我々の遺伝子は我々の

寿命をコントロールしているのかという質問が当然の質問と

して来るので、それをもう少し解説していきたいと思います。 

　これが実際に私どもの研究室で撮った線虫の写真です（図

10）。寿命が21日で、右側の線虫は10日を過ぎていますので、

21日のちょうど半分、中年になっているということです。本当

に10日で中年になるのかという質問が当然来るかと思います。

中年というのは、ちょうど真ん中の年だから中年と扱っている

わけで、これが40のおじさんになったというわけではありませ

んが、でもこの虫をじっくり見て、40のおじさんとの共通点を

見いだそうとすると、見いだせます。この消化管の周りに脂

肪細胞がありますが、これがどういうわけか9日目ぐらいにな

図8 図9 図10



ると非常に黒ずんできます。これが中年の男性がビールを

飲んで、だんだんおなかが膨れてくる現象に似ているので

はないかと私は思いました。ハーバード大学でこの虫の研

究をやっているラブカン教授にそう言ったら、「実は僕もそう思っ

てきて、僕もそれに悩んでいるのだ」と言うわけです。下の線

虫は寿命が40日、2倍になっていて、こちらのクロック1という

のは30日、つまり1.5倍になっています。この虫を見ますと、脂

肪の沈着は非常に遅れてくるわけです。ということは、この

虫では20日ぐらいにならないと中年がこないということで、老

年期が長くなっているのではなくて、人生全体が長くなった

ので、中年期も長くなっているということがこの線虫の実験

からわかります。 

　線虫というのはこうやって動きます（図11）。だから、サイン

カーブとかコサインカーブという跡がそのあとで出てくるわけ

です。右側はクロック1という、寿命が1.5倍になった虫の写

真です。ここにあるのは卵で、こちら側が頭です。口がありま

してぱくぱくしていますが、えさは大腸菌がまかれているので

す。大腸菌を食べながら前に進んでいる、前進することが

線虫がサバイブするということになっている単純な虫です。

ここにのどがありまして、のどがぱくぱくポンピングをしています。

このポンピングが、このクロック1では遅いのです。だから、こ

のクロック1という線虫は非常にゆっくりとした人生を歩んで

いるけれども、食べるのも遅いのが特徴です。  

　この虫の中に人の遺伝子を注入するという、だいぶ乱暴

な実験をしてみました。ここに受精卵があって、ここに人のク

ロック1の遺伝子を入れてあげます。これは入れている瞬間

を顕微鏡写真で撮ったものです（図12）。かなりリアルなので、

リアルな映像に弱い人は目をつぶってもらいたいのですが、

この針を生殖巣という部分に刺して、ヒトのDNA、もしくはネ

ズミのDNAを注入するという荒っぽい実験です。わかりやす

い実験ですが、それで線虫の寿命が延びるかどうかを見れ

ば、人の遺伝子が寿命をコントロールする活性があるかどう

かがわかるわけです。刺しそうでなかなか刺さないですが、

これはもったいぶっているわけではなくて、注入部位の深さ

を見ているのです。顕微鏡の深さを調整して、最後はちゃん

と刺します。時間の関係で、刺したあとのアフターをお見せ

しようと思います。気になりますね。ちょっと待ちましょうか。 

　ちょっと感動しましたか。私は見るたびに感動します。そ

の結果、これはマーカーの遺伝子を一緒に入れているのです。

先ほどと動きが違って、くるくる回ってしまうのはトランスジー

ンの効果です。rolというトランスジーンを入れているので、く

るくる回る線虫を拾ってくると、その人の遺伝子が入った線

虫だということです。これは、ネズミの遺伝子が入ったトラン

スジェニック線虫ということです。それを拾ってきて、その線

虫の寿命を見ています。寿命を見るまでもなく、ここののどの

ポンピングを見ると速くなっているのです。だから、私がこれ

を見ますと、もう寿命は元に戻っているということが直感でわ

かるわけです。  

　クロック1の線虫にマウスの遺伝子を導入してあげると、

野生型と同じような寿命に戻る。果たして我々の体の中に

あるクロック1が本当に寿命を制御しているかどうかわかりま

せんが、少なくとも線虫の中に我々の遺伝子を入れてあげ

ると、寿命をコントロールする活性があることがこのような実

験からわかるのです。 

　では、遺伝子操作をしなければ我々は寿命を延ばすこと

はできないのかという質問が来るのですが、そうではありま

せん。これは同じような実験系で、EUK―134。これはアメリ

カのバック研究所という、私どもと同じように加齢の研究をやっ

ている研究所が不老不死の薬を開発しています。これは彼

らが開発した134という番号のお薬ですが、これを入れると、

先ほどの遺伝子操作をした線虫と同じような、1.5倍に寿命

が延びるという効果がわかっています。この線虫を使って、

寿命を延ばす効果のある薬をスクリーニングすることができ

る時代になったということです。  

   

■若返りとアンチエイジングについて 

　時間がわずかになりましたが、駆け足で若返り、アンチエ

イジングというお話をしていきたいと思います。「若返り」はど

のように英語に訳すかというと、いい英訳がありません。英

語の雑誌を読んでいますと、「Rejuvenation」という言葉が

出てきて、これがどうも「若返り」に近いコンテクストで使われ

ています。Rejuvenationというのは、青春をもう一度という、「回
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春」という日本語の訳もあります。どうもこの「若返り」とい

う概念は、東洋人特有の概念である可能性がありまして、

アンチエイジングとか若返りというときにアメリカ人が求め

ているものと日本人が求めているものは若干温度差があ

るのではないかと思っています。アメリカの人たちは、加齢

を逆行することができるかどうかということを言っています。

ですから、抗加齢医学（アンチエイジング）という概念を持っ

てきまして。先ほど朝田先生の話にありましたが、女性ホ

ルモン、成長ホルモン、最近はテストステロンがアンチエイ

ジングに効くというように。この中にも、コエンザイムQのア

ンチエイジング効果を目指して飲まれている方が半分ぐら

いいるのではないかと思っていますが、その人たちはおそ

らくこれのどちらかを目指して、毎日飲んでいるということに

なります。 

　もともとのベーシックなアイデアは、年をとると成長ホルモン、

女性ホルモンなどが体の中に枯渇してくる。だから、これを

補充してあげればこの時点に戻れる。35歳ぐらいに戻ろうと

彼らは言うのです。どうして35歳なのかというと、どうもアメリ

カ人は35歳というのは精神的にも肉体的にも頂点にあると

考えていて、35歳のホルモンレベルになるように持っていこう

ということになっています。 

　成長ホルモンの治療をやっていきますと、いちばん効果が

出てくるのが皮膚で、私もスライドのところに自分の手をこの

ように置いてみますと、皮膚は正直で、ちゃんと自分の年のと

ころにいきます（図13）。 

　どうして自分の年にいくかというと、皮膚の老化の症状が

リニアに出ているということです。それをもう少し医学的にい

いますと、老化した肌は表皮の部分が非常に薄くなっていま

す。真皮の部分の弾力がないのは、実はコラーゲン、エラス

チンというのがちりちりになっているからで、これを若返らせる

ためには若者のように張りがあるエラスチンがどんどん出て

きて、表皮が厚くならないといけないのです。幾らこの上にク

リームを塗ったところで、この下が変わらなければ若返れな

いということで、本当のアンチエイジングを達成するためには

皮膚の細胞を若返らせる必要があるのです。 

   

■生活習慣の重要性 

　老化を予防するにはどうしたらいいのか。先ほど朝田先

生の話にも出てきました。朝田先生はポイントは3つといいま

したが、私は睡眠を入れていないので2つ、運動と食事とい

うことになります。 

　運動の話からしますと、簡単な例を紹介します。運動して

いる人と運動していない人に登場してもらいました。「すぎさ

くじぇいたろう」さん、漫画家、タレント、35歳。ほとんどポテトチッ

プを食べている人生です。「いいぬませいじ」さん、最強の

アスリートでライフセーバー、プロフェッショナルで体を鍛え上

げています（図14）。 

　このお二人のお腹の輪切り写真を撮って、これは内臓脂

肪を見ています（図15）。すぎさくじぇいたろうさんの腸は脂

肪の中に浮いているような感じになっていまして、おなかの

中も脂肪だらけ、おなかの外の皮下も脂肪だらけです。一方、

いいぬませいじさん、最強のアスリートはどうなっているかと

いうと、内臓は筋肉で埋まっていて、ほとんど脂肪がありませ

ん。この白い部分が筋肉になるわけです。後ろ側に腸腰筋

というのがありまして、これが足を上げるときの筋肉です。す

ぎさくじぇいたろうさんは申し訳ないぐらいにしかついていな

い筋肉です。ですから、ダイエットだけしてもいいぬませいじ

さんのようにはこうならないことは明らかで、運動を一緒にし

なければいけないということになります。 

　これがなぜいけないかというと、内臓にある脂肪は動脈

の壁にどんどん沈着してきます。これが冠状動脈に起きます

と、そのうち血栓ができまして、心筋梗塞という病態を起こす

ことになります。 

　生活習慣が非常に大事だという話をしたのですが、もっと

端的なお話をします。これはピマインディアンというアメリカの

先住民です。20世紀の初頭は、ここには肥満の人は一人も

いなかったのです。野外で生活をしていました。糖尿病の

人もいなかったのです。今はどうかというと、全員が糖尿病

で肥満で高血圧になっています。この人たちは何が悪かっ

たかということを、自分たちで自覚があってわかっているので

す。快適なアパートに住んで、マクドナルドを食べているのが

いけない、ファーストフードを食べているこの生活習慣がい
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けないのだということはよく自覚しています。でも、この家庭に

生まれてきた子供は誤解すると思います。お父さんとお母さ

んは全員糖尿病で高血圧だったし、私たちが糖尿病になっ

て高血圧になったのは、お父さんとお母さんがいけないのだ

という話になるわけですが、これは全くの誤解です。いちば

んいけないのはこの生活習慣なのです。この民族は実は遺

伝的にも肥満になりやすいとうことはわかっているのですが、

そのピマインディアンですら、ちゃんとした生活をしていれば

糖尿病にはならないということです。 

　生活習慣というのはドミノの出発点にあって、どんどん倒

れて、生活習慣、肥満、インスリン抵抗性、ここら辺は全然自

覚がありません。だから、どんどん無理をしてしまうわけです。

そうすると、だんだん虚血性心疾患、神経症など、いろいろ

な症状が出てくる。もうここに来ると、ドミノをどうすることもで

きないことになるわけです。予防医学というのは、ここら辺の

生活習慣、肥満、インスリン抵抗性、まだ元に戻れるときに食

い止めなければいけない、ドミノのこまがまだ小さいときにや

らなければいけないということになります。 

　最後にカロリー制限の話をポイントだけお話しします。こ

の間のNHKスペシャルで日野原先生のことを紹介いたしま

した。日野原先生は1400キロカロリーぐらいでカロリー制限

しているという話です。先生は若いころから60kgぐらいで、

今も63ｋｇだということです。私がカロリー制限の話をすると、

次の日は研究室の電話が鳴りっぱなしなのですが、電話の

内容は「自分は何キロカロリー食べたらいいのですか」とい

う質問なのです。なかなか面と向かって見ないと指導できま

せん。人によってだいぶ違うのです。最近はいいキャッチフレー

ズが思い浮かびまして、この間のNHKのサイエンスゼロとい

う番組でもそれを言ったのですが、「あなたの20代、30代の

体重を思い起こしてください。何kgでしたか。今何kgですか。

だいぶ太りましたね。あなたの過去の体重に戻ってください」

ということをお願いしています。 

   

■高齢期の栄養管理 

　高齢期の栄養管理を、駆け足でお話します。我々の研究

所のスタディによりますと、65歳の高齢期にはアルブミン値が

3.8g／dl以下の人が約7％います。そういう人たちに対して

どういう指導をしているか（図16）。1日3食食べてください。

優れた動物性たんぱくを取ってください。肉と魚は1対1ぐら

いにするようにしてください。食欲のないときは、ご飯を少な

めにして、おかずを食べてください。ご飯だけ食べています

と炭水化物ばかりの栄養になってしまいます。牛乳は1日に1

本以上飲んでくださいというような指導をしております。 

　何歳まで生きられるかということは、日本人にとってもアメリ

カ人にとっても非常に重要な問題です。でも、その人生の内

容が、より重要です。やはり充実した人生を送りたいというの

が正直なところです。ほとんどの日本人はホルモンを使って

まで若返りたいとは思わないけれども、充実した人生を送り

たいと。 

　今100歳以上の人が2万人を超しました。今260人に1人

が100歳以上になるので、宝くじに当たるよりも高い確率で

百寿になれる時代になりました。がんばれば100歳以上にな

れるということで、私もがんばって、100歳の誕生日を家族や

友人に祝ってもらって、次の日の朝あたりにぽっくりいけたら

いいなというのが理想ポイントになっております。でも、それは

不可能ではない時代になっただろうと思います。今年生ま

れた女の子の半分ぐらいは来世紀まで生きるだろうというの

が私の科学者としての予測でして、皆さんそういう時代に生

きているということを実感して今日は帰っていただきたいと思っ

ています。ご清聴ありがとうございました。 

 

図16


