
要 約

「抗老化」研究のめざすところは与えられた寿命をいかに健康に過ごすか，そのためには何が

必要かを探ることだ．実に，実利的な研究である．一方で，「寿命」研究についてみると，そも

そもなぜ寿命があるのか，それはどうして決まるのか，人間や各種生物の最長寿命は進化したの

か，まだ延びるのか，なぜ女性が長生きなのかなど，さまざまな根源的な疑問がある．寿命の多

様性，進化，性差，限界，そして遺伝子と仮説．そこに隠された「秘密」を探ってみよう．

Key Words：多様性 進化 性差 限界 エラーカタストロフ

はじめに

昨年の『未病と抗老化』の巻頭にあった東京大学の児

玉龍彦氏と大阪市立大学の井上正康氏の激突コロナ論

壇1),2)を面白く読んだ．片や急速に変異するウイルス進

化の突破力をマンフレッド・アイゲンの自己組織化理論

の一端にあった「エラーカタストロフの限界」を超える

ものとし，それに迅速に対処する科学の力をもって政策

に即反映すべきとし，片や新種の RNAワクチンは進化

的には検証できていないことからくる不安感と半ば不信

感を「不都合な真実」として暴く，それが「激突」した

かどうかはさておいて，現状の見方をそれぞれの立場か

ら整理していただいてその上でこの４年ほどのコロナ禍

の先をどう生きるべきか，その熱い思いがひしひしと伝

わり，何かすっきりとした読後感を味合わせていただい

た．

児玉氏が指摘したアイゲンの「エラーカタストロフ」

の考え方（1971 年)3)は，老化研究の分野でも一時期大

きな議論を呼んだ．その発端は，1963 年に当時英国の

オックスフォード大学からケンブリッジ大学に移籍した

化学者レスリー・オーゲルによる「エラーカタストロフ

説｣4)である．DNAの二重らせん構造の解明で著名なジ

ェームズ・ワトソンとフランシス・クリックの盟友で，

RNA タイクラブの主要メンバーでもあった人なのだが，

「生物の老化現象は遺伝子発現系の精度が完璧でないこ

とによるだろう」と推察した．細胞内での蛋白質合成で

のエラーが複製装置や合成装置にも影響して蓄積し増幅

される．その結果いずれ細胞は「破局」に陥る．それが

老化現象の根本にあるメカニズムだろうと，PNAS 誌

に仮説を提唱した．オーゲルはその後，クリックととも

に英国から米国南カリフォルニアのソーク研究所に移籍

したが，そこで 1970年に自説を若干修正し，より単純

化したモデルを提示した5)．

このオーゲルの「エラーカタストロフ説」は実験的検

証が可能なモデルだったので，その後欧米でも日本でも

実験データに基づいた議論がなされた．その結果，1980

年代には，当時の実験精度の範囲内では老若動物でエラ

ー頻度は変わらない．したがって，カタストロフは起き

ないと，否定的な結論で終わり，90年代以降は，老化

研究領域ではこのエラーカタストロフ説の議論は，一旦

は沈静化した6)．しかし，得体のしれない「変異酵素」

（Alternative enzymes）が老化組織で蓄積しているとい

う知見はあった．まだ，オートファジーもシャペロンも

まだ目立たない時代でタンパク質の品質管理という言葉

もない時代だった．

実は，この「エラーカタストロフ説の検証実験」は私

の学位論文になっていて，私もこの説を否定した人間の

一人であった7)-9)．ところが，最近になって，この議論

が再燃している．遺伝子発現の精度，特に蛋白質合成の

精度が生物の「寿命」に関係するとするデータが支持さ

れつつある．結論や概念が変わった背景には，時代とと
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もに実験系の精度が上がったこともあるが，マウスの

「老化」ではなく，下等なモデル生物の「寿命」を指標

にしたメリットもある．

本稿では，この「エラーカタストロフ」についての新

たな話題も含めて，寿命を左右する生物学的要素の主要

なものについての最新知見を整理しながら，「寿命の秘

密」を解いてみたい．

寿命のパラドックス

今から三十年ほど前に話題になったベストセラー本が

ある．本川達雄の『ゾウの時間ネズミの時間』（中公新

書)10)．その本のポイントは，どんな生物も身体の大き

さによらず，心拍数も呼吸数も一生の間にこなす総数は

みな同じ，ということだった．ゾウもネズミも心臓は

20 億回打って止まる．要はそれで死ぬ．大型の動物は

ゆっくりと鼓動し，小型動物では心臓の鼓動がとても早

い．心臓に限らずゾウの細胞の代謝はゆっくりで，ネズ

ミの細胞は代謝が早い．その分，エネルギー産生の副産

物として出てくる酸化ストレスがネズミは多く，ゾウは

少ない．だからゾウは長生きだ．副題は「サイズの生物

学」となっていたのだが，それはそのまま「寿命の生物

学」として読むこともできた．

動物の大きさと寿命はほぼ比例する．小型の動物は短

命で，大型の動物は長命である．ネズミは 2〜 3 年，ブ

タは 20〜30年，ゾウは 50〜70年生きる．考えてみれば，

これは実に当たり前のことである．動物は成長に時間が

かかる，受精，卵割に始まって，生まれたあとも発達，

成長，そして成熟するまでどんどん身体が大きくなる．

細胞の分裂に時間がかかるから，大きい動物ほど成熟ま

でに時間がかかる．哺乳動物の場合，子供の成長は親が

支える．だから親としての時間，つまり，成熟期もそれ

なりに長くなる．だから大型の動物は成長期が長く，そ

れにつれて，成熟期，老年期も長くなる．したがって，

動物の寿命は体の大きさに比例する11),12)．

しかし，ここにおかしなことがある．生物種間で比較

すれば大きい動物が長生きなのだが，同じ動物の中でみ

ると小型のものが長生きになる13)．たとえばショウジ

ョウバエの寿命変異体に chicoというのがある．これは

シグナル伝達系の分子だが，その活性を抑えると身体が

小さめになって長生きになる．インスリン受容体が活性

化したあと働く蛋白質だが，その活動性を抑えると小型

で長生きになるのだ．マウスでも同様で，インスリン様

成長因子の受容体周辺のシグナル経路を抑制すると体も

小型で長生きになる．

小型が有利の背景には，無論，代謝率の関係があ

る14)-16)．その代謝制御の要を追っていくと，今日知ら

れる寿命制御遺伝子に行きつく．

寿命遺伝子

最近の研究動向からすれば，たしかに寿命を制御する

遺伝子，いわゆる「寿命遺伝子」あるいは「老化遺伝

子」と呼ばれる一群の遺伝子があるのだが，それらはい

ずれも寿命そのもの，あるいは老化そのものを制御する

ために出現した遺伝子ではない．基本的には代謝調節の

要を牛耳る遺伝子であって，それがそれぞれの生物の長

い一生のあいだでの動きをみると，代謝調節の結果とし

て寿命や老化に影響しているということがわかってきた

遺伝子群である．

細胞内の代謝活動における寿命遺伝子産物の働き方か

ら実態を整理してみると寿命制御シグナル系のメインス

トリームとサブストリームが見えてくる．いわゆるイン

スリン様成長因子の受容体からの細胞内シグナル伝達経

路でフォクソ（FOXO1）へ至るルートが寿命制御のメ

インストリームで，トール（mTOR）やシック（Shc），

サーチュイン（SIRT1 など）はサブストリームと言っ

ていい．ここでは紙面の都合もあり詳細には立ち入らな

いが，他書を参照していただきたい17),18)．

その「寿命遺伝子」の実態についてみると，それらは

生物種を超えて「進化的に共通」といいながら，どうし

て生物種ごとに寿命が違うのか，それを説明することが

できずにいる．動物の寿命は１日から数百年まで，植物

であれば数千年まで，実に多様な実態がある．寿命の多

様性とそれを支える進化基盤の共通性，そこにはまだ見

えないものが存在している．

寿命の多様性と進化

確かに，寿命の長さはピンキリだ．年齢ごとの死亡率

の増加傾向も，その変化はさまざまである．いわゆる生

存曲線も一様ではない．デンマークの老化研究所を中心

とした世界的共同研究によって，46 種の生物種全体に

わたって老化の様相を比較した結果がある．結論は，老

い方はさまざまであり，決してある方向に進化している

わけではない19)．

細胞の遺伝子に突然変異が多いと癌にもなり老化が早

まる．古くから言われた老化の「体細胞突然変異説」の

内容で，概念的な新しさは微塵もないのだが，これまで

は推測であって，多種類の動物細胞のエビデンスに基づ

いて初めて確実視できるようになったという．英国のサ

ンガー研究所のグループは，16 種の哺乳類，56個体か

ら再生率の高い腸陰窩（腸腺）208箇所から全ゲノム配
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列を比較検討することで，細胞の遺伝子の変異率と動物

の寿命に逆相関の関係がある，つまり変異が多いと寿命

が縮む，そのことを明確に示した20)．この「変異」を

修復されなかった「エラー」として捉えれば，先のエラ

ーカタストロフ説を支持するものでもある．

抗酸化と低酸素適応能

「エラーカタストロフ説」や「体細胞突然変異説」と

同様に老化を説明する有力な仮説として注目を浴びたも

のにデナム・ハーマンの「フリーラジカル説」がある．

それは後年，より広く「酸化ストレス説」としても知ら

れるようになった．

2019 年（令和元年）のノーベル医学生理学賞は低酸

素応答の分子機構の解明に寄与した米英の 3人の科学者

に授与されたが，細胞の低酸素応答能の良し悪しは明ら

かに寿命に相関する．カナダのオタワ大学の研究者がそ

の動向をまとめているが，彼らの研究結果でも低酸素に

強いハダカデバネズミや二枚貝（クラム），淡水亀はか

なり長命だ21)．特に，低酸素のあとで酸素濃度が回復

したときの心筋や骨格筋のミトコンドリアでの過酸化物

（ROS）の処理能力の高さが効いている．一方，ハーバ

ード大学とモスクワの大学からの共同研究でも慢性的な

低酸素への対応能力の高さがマウスの寿命を延ばす要因

のひとつであることが判明している22),23)．

「酸化ストレス」と老化の議論の中で最近注目される

奇異な動物にハダカデバネズミがいる．いや何とも奇妙

な名前だがこれはアフリカに住む長寿ネズミである．通

常研究室で使われるマウスに似るが毛がなく地中生活を

送り目も退化している．驚くことに，通常のマウスの 7

〜 8倍長生きだという．マウスはほぼ 3 年で，こちらは

30年近く生きる．生態からすれば，マウスよりもモグ

ラに似ている．ではモグラは長生きかというとそれほど

でもない．大体は 5 〜 6 年ほどだ．だから，ハダカデバ

ネズミの長寿には環境要素よりも遺伝要素が大きいと想

像できた．もう十年ほど前のことだが，この動物の全ゲ

ノム配列が解読された．その結果から地中，低酸素の環

境に適応した分子背景が見えてきた．このネズミの長寿

化の原因は一つの遺伝子変異ではなく，複数の遺伝子適

応の結果だと結論された24)．韓国，米国，デンマーク

などの多大学の大規模共同研究の成果だった．何か具体

的に明確になったかというと，そこはすっきりしないの

だが，酸素応答能が高いことは確からしい．

ゲノムとエピゲノム

私たちはヒトの年齢を推測することができる．だいた

いは顔や風貌から判断している．しかし，外国で見かけ

る人々の年齢を考えてみると結構難しい．はなはだ経験

に頼っているということになる．古くから「生物学的年

齢」を推理するマーカーがあるかどうか議論があった．

樹木の「年輪」のようなものが，それが動物の体内や細

胞にあるかどうかだ．

遺伝子の末端構造であるテロメアが細胞老化で短くな

ることはよく知られている．しかし，ヒトやマウスなど

の組織の老化では，それよりもむしろ遺伝子ゲノム

DNA のメチル化の度合いがよりはっきりと対応する．

これを「エピジェネティックな時計」という．老化が進

めばメチル化も進む．だが，それは遺伝子のどこでも同

じではなく領域特性がある．ヒトとマウスでは遺伝子ク

ラスターの中で見るべき場所も異なる．カロリー制限の

効果や iPS 細胞での幼若化も調べながら，ハーバード大

学の婦人科病院のグループがその「分子時計」あるいは

「老化のバイオマーカー」としての効果を詳しく検証し

ている25)．

米国の UCLA の科学者たちは，ヒトの細胞のゲノム

全体のメチル化パターンでほぼ正確に年齢を推理できる

としている．精度は 98〜99.7％．驚異的精度であ

る26),27)．血液はもちろん，組織細胞でも，尿からでも

計測可能という．その生物学的意味合いを理解する必要

性はあるが，事件での被害者の年齢推定など応用範囲は

広い．

男の寿命・女の寿命

寿命には男女差がある．これはある意味では「不平

等」甚だしい．その秘密はどこにあるのか？ ひとつ明

確なのは，線虫でもヒトでも生殖細胞（ヒトの場合は精

巣）を除去すれば寿命は延びるという事実がある．だか

らといって，そうして延命を望む男性は一人としていな

いだろう．とにかく，世界中どの国でも「平均寿命」を

比較すれば「女性上位」の現実がある．その理由は何な

のだろう？ 性ホルモンか，性染色体か，あるいはそれ

以外か？ 以前からいろいろな議論があったが，最近少

しエビデンスが見え始めている．

女性ホルモンの代表はエストロゲンである．もし女性

ホルモンが寿命効果をもつのであれば，雄のマウスにエ

ストロゲンを投与してその寿命をみてみればいい．しか

し，それには「女性化」するという問題もはらんでいた．

最近，米国テキサス，サンアントニオのグループが中心

になって多施設連携の大規模研究がなされた．ここでは

「女性化」を回避できる 17-α エストロゲン（17αE2）

（通常の β型ではない）を，性成熟期を過ぎた雄マウス

未病と抗老化 第31巻 2022年 11月 センテナリアンの光と影 森 望

─ 20 ─



に，生後 10ヶ月あるいは 16ヶ月から経口投与して寿命

効果をみた．いずれにおいても優位に雄の寿命を延ばし

ている28)．その作用はエストロゲンの α受容体を介し

ているらしい29)．

これまで，性染色体に寿命要素があるという議論はあ

まりなかった．2年前の夏，米国サンフランシスコの大

学のデナ・デュバルのグループが奇抜な結果を報じた．

Y 染色体上の性決定遺伝子 Sryを常染色体に移植して

種々のマウスを作出し，男性化，女性化を促す性ホルモ

ンを投与して表現型の雌雄性を錯乱させる．こうしても

常に XXの染色体をもつマウスが長命でかつ認知能力

が優れていた．ダブルエックス「XX」に秘密がある．

性とは別に X染色体上に健康長寿へ導く何かがある．

その原因のひとつが KDM6A 遺伝子ではないかとされ

た30)．

昨年の夏，南カリフォルニア大学の老年学研究所のベ

ナユンのグループが老化過程での免疫系の遺伝子の発現

挙動を精査してみると，やはり X染色体に依存した性

差があった31)．感染防御でも認知能でも X染色体に何

かがある．通例，雌の XX の片方は不活化されるが，

一部の遺伝子領域は不活性化を免れる．そこに秘密があ

りそう，ということなのだが，まだその実体はつかめて

いない．

「性染色体」の議論の先には，「生殖」と「寿命」の

議論がある．たいがいの生物は生殖能力がなくなると死

滅する．だが，人間は例外だ．およそ 50歳での閉経後

も余生は長い．この例外的な人間の「余生」の理由につ

いて，いわゆる「おばあさん仮説」というのがある．娘

や孫の世話をすることが，人間という生物種の寿命の進

化に寄与したというものだ．これに関連して，米国サン

ディエゴの研究者が，免疫系分子 CD33 の霊長類にはな

いヒトだけにみられる変異（アレル）が高齢期の脳の認

知障害を抑制する，つまり保護的にはたらくことが長寿

化につながったのではないかと主張している32)．CD33

は老化脳での発現が高く，またアルツハイマー病でも変

化する．抗炎症のミクログリアで高発現する．人類特有

のこの CD33 のアレルの出現は 10万年以上前のアフリ

カらしい33)．古代人の寿命はそれほど長くはないが，

古くから人類寿命の進化の素地は整えられていた，とい

うことなのだろう．

80 歳の壁・120 歳の壁

80歳を傘寿といい，120歳を大還暦という．傘寿は健

康長寿の「難所」の峠であり，大還暦は超えられない

「限界」である．ホモ・サピエンスという生物種として

の健康寿命と最大寿命がそこにある．

これまで誰もが信じて疑わなかったフランスのジャン

ヌ・カルマンさん（一応，記録は 1875-1997）の最高齢

記録，122歳と 164日．それがこのところ人類の最長寿

記録とされていた．そのギネス記録に疑義をはさむレポ

ートが出現して，世界中から驚きをもって迎えられた．

モスクワ大学の数学者ニコライ・ザークの論文だっ

た34)．カルマンさんの風貌や人生の記録を再度徹底的

に調査して，どうもその娘のイボンヌさんが相続税の支

払いを逃れるためにジャンヌ・カルマンさんになりすま

したのではないかと推理．「幻のカルマン」か？ これ

には当然フランスの研究者から猛烈な反論もある．しか

し，カルマンさんの記録は，従来のフレンチパラドック

スで片付けるには妙に突出した最高齢だった．DNA鑑

定など，今後の調査に期待もしたいし，またこれまでの

科学者の「鵜呑み」にも警鐘をならした一件だった．

カルマンさんの記録を除けば，ヒトの最長寿はこれま

で 119歳である．福岡で生まれ，福岡で亡くなられた田

中カ子（かね）さん（1903.1.2〜2022.4.19）．明治・大

正・昭和・平成・令和を生きた日本の最長寿者で，おそ

らくは世界一の最長寿者である．

しかし，平均寿命は年々延びる．それと同じように最

長寿命だってまだ延びるのではないか？ そんな期待も

あった．最長寿命もまだ延びるのだろうか？ 米国ニュ

ーヨークのアルバート・アインシュタイン大学のヤン・

フィークのグループが近年の人口統計を駆使して，なか

なか答えられないこの難問に（一応の）「終止符」を打

った35)．1990年代以降は，最長寿命は動いていない．

もう「限界」に来ている．どの生物にもあるように人間

にも寿命の限界がある．現在はもうその域に到達してい

る．それが 120歳の壁，ホモ・サピエンスとしての壁だ．

地球上でのもっと大きな進化を予想して，未来人を考え

てみれば，私たちよりもっと頭でっかちで，寿命は 200

歳になるのかもしれない．しかし，それは種の進化とし

ての「新人類」の寿命であって，人間の寿命ではない．

エラーカタストロフ説の復活

さて，最後に，冒頭でふれたレスリー・オーゲルの

「エラーカタストロフ説」にからむ最近の研究動向，と

くに寿命制御についての新知見をまとめておこう．

最近，特に目を引いたのは英国ロンドン大学のイワ

ナ・ジェドフらの論文がある36)．蛋白質合成装置であ

るリボソームは多くの蛋白質と RNAから成る非常に高

度な構造体だが，mRNA のヌクレオチドの情報を蛋白

質のアミノ酸配列に置き換える情報変換，いわゆる「翻
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訳」という作業の中心となるデコーディングセンターの

近傍にリボソーム小サブユニットの蛋白質 RPS23 があ

る．そのアミノ酸配列を広範囲の生物種で比較してみる

と，細菌でも動植物でも，また古細菌でもほとんどの生

物では 60番目のアミノ酸が「リジン」なのに，耐熱性

の細菌ではそこが「アルギニン」になっている．高温で，

つまり高エネルギー状態でもアルギニンであれば安定に

蛋白質合成ができる．おそらくそれが翻訳精度につなが

るのではないかと考えて，通常の細胞でこの部位をアル

ギニンに置換してみた．すると，タンパク質合成の精度

が上がり，エラーが減った．この変異（K60R）を導入

した酵母，線虫，ショウジョウバエは，いずれも寿命が

延びた．一方で，抗老化によく使われるラパマイシンを

投与してみると，蛋白質合成のエラーが減少する．この

ようなことから，蛋白質合成の精度は寿命と明らかに相

関する．精度が上がれば寿命は延びる．80年代には一

旦は否定された「エラーカタストロフ説」だが，その価

値を再評価する必要がある．

そう思われるのに，不思議なことにこのロンドン大学

の論文の著者たちは「レスリー・オーゲル」にも「エラ

ーカタストロフ説」という言葉にも一切ふれずに論文を

終わっている．1963 年に出た重要な仮説だったのだが，

それから半世紀以上もたってしまうと，多くの研究者か

らその存在さえも忘れられてしまうというのは悲しい．

いや，ここでただ「悲しい」とすますのではなく，これ

は著者たちのその領域の歴史の「不勉強」に起因する．

新進気鋭の若者が実験研究を頑張って「高インパクトの

論文」を出すのはいい．だが，その学問領域の歴史を無

視するのはいかがなものか．このように思ってしまうの

は，やはり年をとったせいなのだろうか？ 若い時の私

が「エラーカタストロフ説」を否定した，その小さな論

文を引用しないのは，まだいい．しかし，�Leslie

Orgel�にも�error catastrophe�にも言及しない，あ

るいは故意に「無視する」のは如何なものか，と思う．

論文の査読者たちも，それを見過ごしている．

少し脱線してしまったかもしれない．それはさておき，

とにかく，蛋白質合成精度が寿命に影響するとする知見

は，最近，他にもある．それを逐一論ずることは紙面の

制約もありできないが，参考までに総括的な論文を引用

しておく37)-40)．

さて，オーゲルの「エラーカタストロフ」だが，それ

はリボソーム上での蛋白質合成に限らず，核内での

DNA 複製や RNA 合成，つまり「複製」でも「転写」

でも「翻訳」でも，いわゆる遺伝子発現系のどの段階で

も考慮しうる．米国のペンシルバニア大学からの報告に

よれば，どの生物でも遺伝子発現の制御はかなり厳密な

のだが，酵母では細胞核の中で遺伝子DNAを包み込む

ヒストン H3 の 36番目のリジン（H3K36）のメチル化

の有無が DNA から RNAへの「転写」段階での精度に

影響を与えるという．ここのメチル化がない状況では

RNA転写が雑になり寿命も短くなる．いわゆるエピゲ

ノムの制御が寿命に関わるのだが，その根幹は遺伝子発

現の正確さに起因するという41)．

先にみたように，エピゲノムは「老化時計」としてみ

ることができるが，そのメチル化の一部が転写精度や複

製精度にも関わるとなれば，それは「老化」だけでなく

「寿命」にも影響するだろう．その意味ではこれが「寿

命時計」にもなるかもしれない．一方で，寿命制御の中

核は寿命遺伝子による細胞の代謝制御やシグナル伝達制

御ということでもあった．「寿命の秘密」には，ゲノム，

エピゲノム，遺伝子，シグナル，代謝，合成，分解，品

質管理，いろいろなものがかかわってくる．ということ

で，とにかく，我々の社会でも，また細胞の中でも，仕

事は正確でなければならない．雑な仕事でミスがおきる

とムダも生じ，それが蔓延すれば社会全体，細胞全体の

活力も落ちる．エラーカタストロフは老化にも寿命にも

また日常の生活にも重要なヒントを与えるキーワードで

ある．

おわりに

寿命には長短も男女差も壁もあり，老化との関わりで

はその背景に遺伝子もゲノムもエピゲノムも酸化ストレ

スもエラーカタストロフもあった．「寿命の秘密」とい

うか，それを規定する要素としては他にもあるのだろう

が，主要なものはこのくらいだろう．「秘密」が解けた

かというと，そんなことはない．「秘密」のベールの裾

をめくったくらいだったかもしれない．寿命には脳の遺

伝子も関係している17),42)．現状では認知症もからんで

海馬周辺での遺伝子の研究が多い．しかし，本当の思い

を言えば，生命にとってより根源的な視床下部や脳幹部

などに寿命制御の核心があるように思えるのだが，まだ

その視点での研究は少ない．今後数十年の研究の中で，

それも展開されて，さらなる「秘密」が見えてくること

に期待したい．
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