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社会の中のiPS細胞
〜iPS細胞が拓く不老不死の未来（講演）〜

栃内 新1

iPS Cells in Society 
- Can We Become Immortal with iPS Cells?（LECTURE）-

TOCHINAI Shin1
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　八代先生がとても良い解説をしてくださいましたので，iPS細胞がどういうものかということに
ついては，皆さんよくお分かりいただけたと思います．我々生物学者から見ると，ほぼES細胞と
同じ能力をもつiPS細胞というものがまさか成体の細胞から誘導できるとは思っていなかったとい
うのが正直な感想でした．私自身，発生生物学という近隣分野におりますので，iPS細胞研究には
ものすごく興奮して一所懸命勉強させていただきました．また，この先も面白いことがたくさん出
てきそうだなという感触も持っています．しかし一方で，それを使っていろいろな応用ができるよ
うになる将来をずっと見通していき，いったいどういうことが起こるのかと考えてみると，たぶん
ヒトが死ななくなる技術がいずれ開発されるだろうと思わざるを得ません．そこで，私はそこまで
皆さんが望んでいるのかどうかということを今日の話題提供の着地点にしたいと思います．

1. 不老不死のヤマトヒメミミズ
　不老不死は，ヒトの歴史が始まった頃から冨と権力を手に入れたものが最後に望む夢だったのか
もしれません．中国の皇帝の中にはそれを実現するために怪しげな薬まで飲み，皮肉なことに死期
を早めたというような人までいたとも聞きます．今日は，我々がもし不老不死を可能にする技術を
手にするようになったときに，何か問題は起こらないのか，それを手に入れることが人類のあるい
は地球の幸福につながるのか，というというところまで話を持っていきたいと思います．
　私たちの研究室に，通常の意味では「老化して死ぬ」ということがない動物がいます．ヤマトヒ
メミミズという1センチぐらいの小さなミミズで，2週間に1回くらい，こうやって自分の体を10
個ほどの断片にバラバラにちぎります（図1）．その後，すべてのかけらから完全な1匹のミミズが
再生していくということを，少なくとも彼らが私の研究室にやって来てから現在まで10数年間繰
り返しています．もちろん，事故によってひとつの飼育容器の中で全滅したりすることもあるので
すけれども，そうした「不慮の事故」で絶滅することがないかぎり彼らは「老化して死ぬ」というこ
とがなく，恐らく数千年，数万年はこのまま切れては再生して大きくなり，また切れては再生する
ということを繰り返していくだろうと思われます．

寄稿
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2. 再生に必要な幹細胞
　どうしてそういうことが起こるのか
というと，それはこのミミズが不老不
死の幹細胞を持っているからです．幹
細胞といっても，iPS細胞とかES細胞と
かいうどんな細胞にでも分化できると
いう万能的な幹細胞（多能性幹細胞）で
はありません．このミミズが持ってい
る幹細胞は特定の細胞にしか分化でき
ない限られた能力しかないもので，細
胞1個からミミズ1個体を再生すること
はできませんが，それが4種類揃うと完
全なミミズ個体が再生できます．その
中にはまず，筋肉や間充織，血液細胞
になる中胚葉性幹細胞と呼ばれるものがあります．それから，内胚葉性幹細胞，これは消化管の中
にあって，食道や胃や腸や消化腺をつくります．この2つの幹細胞は常に存在しているのですが，
ヤマトヒメミミズがバラバラにちぎれた後，新たに出現してくる幹細胞として外胚葉性幹細胞があ
ります．これは皮膚細胞が脱分化してできてくる幹細胞ですが，皮膚をつくるだけではなくて，脳
をつくったり，神経をつくったりもできます．「脱分化」というのはすでに分化して皮膚となってい
る細胞が幹細胞化することで，iPS細胞とまではいきませんけれども外胚葉系列の細胞ならばどん
なものにでもなる性質を獲得しています．最後に，それらとはちょっと性質が異なる生殖系列の幹
細胞というのもあって，これは卵と精子だけしかつくれませんが，有性生殖をして子孫をつくると
きには必須な細胞です．ヤマトヒメミミズのちぎれた断片の中にはこれら4種類の幹細胞があるの
で，切れても切れてもまた新しいミミズが再生してくることが可能なのです．

3. ヒトも再生する
　実は，我々ヒトも日々再生し続けています．皆さんは，例えば皮膚は毎日再生しているというこ
とをおそらくご存知だと思います．先ほど美容のお話が出てきましたけれども，たぶん女性にとっ
て，男性でもそうですけれども，誰もが憧れる赤ちゃんのようなみずみずしい皮膚は若いときにし
かありません．それがだんだんとシワのあるガサガサの皮膚になってくるのは避けられない宿命で
す．皮膚は，基底層と呼ばれる表皮の一番深いところに表皮細胞にしかならない幹細胞があって，
これが分裂しては新しい表皮細胞となり，浅いところに移動して行くと死んで角質層になるという
ことを繰り返しています．
　ヒトのからだで再生するところは，皮膚以外にもたくさんあります．先ほどちらっと話に出てき
ましたけれども，血液などは赤血球，白血球を含めて毎日新しくつくられていて，赤血球は2週間
もするとからだ中にあるものがすべて入れ替わります．再生しているわけです．髪の毛も，再生が
うまくいかないと「はげ」になってしまいますけれども，ほとんどの人で若いうちはどんどん伸び，
いくら抜けても再生してきます．爪も伸び続けていますね．そう考えると，我々のからだはかなり
再生力が強いと見ることもできます．とはいえ，事故などで手がポンとなくなってしまったら，そ
こに新しい手が再生してくるところまで強いものではありません．一方，よく実験に使われるイモ
リやサンショウウオなどのように腕を根本から失ってもまた伸びてくるという，ヒトから見るとと

図1　ヤマトヒメミミズ成体と断片化した状態：原図
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てつもない再生力を持った脊椎動物もいます．しかし，脊椎動物というくくりでは我々ヒトも彼ら
からそう遠い存在ではありません．

4. 老化する幹細胞
　赤ちゃんの皮膚は表皮細胞の分裂が盛んで厚く張りのある表皮層がつくられる上，透明度の高い
表皮を通して，水分をたっぷりと含んだ真皮層が厚みを与えているため，みずみずしい肌に見える
のです．老化とともに幹細胞の分裂能力が落ちて表皮層は薄くシワだらけになり透明度が落ち，真
皮層もコラーゲン・ヒアルロン酸などの保水力の強い細胞間基質が減少し，やせ細ってきます．表
皮も真皮も日々再生しているにもかかわらず，年齢とともに赤ちゃんのような皮膚が再生してこな
くなるというところが，不老不死が不可能であることの謎を解く鍵のひとつです．ヒトの再生力が
年齢とともに落ちてくることは，傷や骨折が治るスピードが遅くなり，そして修復程度がだんだん
と不完全になってくることから経験的に実感できます．我々はこれを「老化」とひとくくりに言っ
てしまいがちですが，実は「老化」というものの実体はよく分かっていません．だから，老化を止
めることもできないのです．よく分かっていないその老化について，大胆なこと（仮説）をちょっ
と言います．再生するところには幹細胞が必ずあって，再生力が落ちる老化の原因は幹細胞にある
のではないか．幹細胞が老化するということが老化の大きな一側面だろうと私は考えています．

5. 動物の発生
　ヒトの「老化する幹細胞」とヤマトヒメミミズの「老化しない幹細胞」の差はどこにあるのでしょ
うか．答を急ぐ前に，そもそもヒトの幹細胞はいったいどこから来るのでしょうか．先ほどのお話
しの中にちらっと出てきましたけれども，ヒトの発生を考えてみます．ヒトの発生というのは実は
そんなに昔から詳しく分かっていたわけではなくて，ヒトもその仲間の一員である脊椎動物の発生
といえば，昔は主にカエルやイモリ・サンショウウオという両生類を使って研究されていました．
おそらく，ここにいるほとんどの方は高校生のときに，生物の授業でカエルの発生について習って
いると思います．そして，たぶんカエルの発生と聞くと，なかなか理解できなかった初期胚の断面
図などを思い出すかもしれません．一方，記憶はあいまいでも，意外と多くの方の頭の隅に，外胚
葉，中胚葉，内胚葉という言葉が記憶されているのではないでしょうか．受精卵が発生して動物の
からだがつくられる発生初期の過程でこの3つの胚葉がつくられることは多くの動物で見られる共
通の特徴です．ヒトやカエルを含む脊椎動物では，外胚葉から背中にある神経（脊髄）や脳，体表
にある皮膚がつくられます．筋肉や骨，血液などは中胚葉からできてきます．内胚葉からは，消化
管，肝臓などができてきます．こういうことはカエルではもう100年以上も前から分かっていたわ
けです．では，ヒトはどうなのだということで，研究が進んで分かってきたのは，カエルもヒトも
外胚葉・中胚葉・内胚葉からできてくる細胞・組織が同じだったということです．そういうわけで，
カエルにおいて事実であることのほとんどは，ヒトでも事実だと言えるようになってきました．

6. クローン動物をつくる
　だから，60年前に核移植でクローンガエルができたとき，いずれ核移植でクローン人間ができ
るだろうと多くの研究者が思っていました．しかし，いずれと思っていたのだけれども全然できて
こないのです．10年経ってもできない．20年経ってもできない．ようやく1996年にクローンヒツ
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ジのドリーができて，これが初めて作成に成功した哺乳類のクローンでした．できた．やはり哺乳
類でもクローンはできるのだ．ということになると，その後，マウス・ブタ・ウシ・ネコ・イヌな
どなどあらゆる家畜動物でのクローン作成が次々と成功しました．これらの動物で洗練された技術
を使えばヒトクローンの作成もそれほど難しくないと思われますが，多くの国ではヒトのクローン
をつくることを法律で禁止しています．そうしたことはありますが，カエルでできたことはヒトで
もできる（だろう）ということが生物学的に重要なことです．

7. 若い幹細胞
　受精卵が発生を開始して最初に中胚葉，内胚葉，外胚葉がつくられるというのは，中胚葉性の幹
細胞，内胚葉性の幹細胞，外胚葉性の幹細胞がつくられると考えることができます．それに先ほど
八代先生がおっしゃっていた卵と精子をつくる生殖系列の幹細胞もこのときにつくられます．つま
り，この4種類の幹細胞がそろえば完全な動物の個体を作ることができます．ヒトでも発生初期に
はこの4種類の幹細胞を持っているから赤ちゃんが発生してくるのです．さらに，最初につくられ
た幹細胞が若々しいまま再生し続けることができれば，ヒトも老化しないし，老化によって死ぬこ
ともなくなります．
　ところが，我々は必ず老化して死にます．もちろん，死ぬまではそれぞれの幹細胞がさまざまな
組織に新しい細胞を供給し続けます．老化によって供給が落ちてくるかストップすることで，死に
向かいます．ならば，それをストップさせない，あるいは供給を落ちないようにしてやれば人は死
ななくなるのではないでしょうか．iPS細胞，ES細胞というのは発生初期に3つ胚葉が分かれる前
の段階の「若い幹細胞」に相当すると考えられていますから，どんな胚葉からつくられることにな
るあらゆる細胞，さらにはもっとも難しいとされている卵や精子のもとになる細胞をも作り出すこ
とのできる「多能性」を持っているのです．こうした幹細胞研究を見ていると，ひょっとするとヒ
トを不老不死にすることもできるのではないかという印象を，私は持っています．
　老化の代表のように言われることがある骨粗しょう症では，骨がぼろぼろになってきます．それ
はどうしてかというと，骨というのは子供でも大人でも，毎日溶かされては再びつくられる（再生
する）ということを繰り返しています．若いうちはつくられる骨が溶かされる骨より多いので，骨
とからだがどんどん大きくなり成長します．ところが，年を取ると溶かす速度がより再生するスピー
ドが遅くなってきます．その結果，骨の密度が低下し，強度が下がり，場合によっては小さくなっ
てきます．髪の毛の再生不良が，はげです．赤血球の再生が悪い，再生不良性貧血というのもあり
ます．再生不良になるのは幹細胞が老化しているからだという仮説を最初に申し上げました．もし，
老化した自分のからだから取り出された細胞からつくり出したiPS細胞から老化していない若い幹
細胞，あるいは老化することのない幹細胞をつくり，からだの中に導入することができるならば，
老化は防げるのではないだろうかというのが仮説の行き着く先です．

8. 幹細胞をつくり出す
　この可能性に対して今はまだできるともできないとも，答は出ていません．出てはいないのです
が，先ほどの八代先生の話しを聞いていると，いずれできるのではないかなと思えてきます．少な
くとも生物学的にはできるだろうと私は確信しています．動物実験では意外と早い時期にできそう
な気もします．そうなると当然，ヒトへの応用もいずれ可能になります．「いずれ」というのは5年
後ではありません．30年後でもないと思います．たぶん100年後，200年後です．けれども，絶対
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にできるようになるだろうというのは生物学者としての私の確信です．
　先ほど出てきたES細胞やiPS細胞は何にでもなれる幹細胞です．何にでもなれるというのは卵も
つくれれば，精子もできる．筋肉にも心臓にも骨にもなる，そういう万能選手ということです．山
中先生の研究グループは2006年にその3つの胚葉と生殖細胞となる能力を持った多能性幹細胞をマ
ウスでつくることができることを発表しました．そしてそれがヒトでもできると報告されたのが翌
2007年です．
　今はまだできていませんけれども，iPS細胞から望みの幹細胞をつくって体の中に入れることが
できる．例えば若い皮膚の幹細胞をつくって，この皮膚の下の，表皮の下の基底層のところにスーッ
と入れてやると，赤ちゃんの皮膚が戻ってくると言ったら，たぶん，ここにいる何人かの方は「100
万や200万なら出します」と言うだろうと思います．たぶんそういう商売も出てくるはずです．既
にできもしないのに「できますよ」と言っている人がいる．それは次の八田さんの話にたぶん出て
きます．もちろん，これは夢に終わってしまう可能性もありますけれども，できてしまったら我々
はその技術にどう対処するのか，ということを私はあえて「今」問いたいと思うのです．

9. ヒトは何歳まで生きるべきか
　いま我々が手にしているES細胞とかiPS細胞を試験官の中で，いろいろなタンパク質をふりかけ
てやることによって赤血球にしたり，神経にしたり，生殖細胞にしたりということができます．も
ちろん，これは「できます」と言っているけれども，自由自在にしかも100％の確率でできている
わけではありません．こういうふうにやると，こういうものができる可能性がちょっと高くなりま
すというレベルのものが多いのが現状です．だから，何でもかんでもつくれて，もうダメになった
細胞は全部入れ替えればいいのだという話にはまだなっていません．今はまだ，そうなっていませ
んけれども，こういうふうに何を加えるとどんな細胞がつくれるかというレシピをまとめた総説論
文（Williams 2012）があっさりと書かれる時代になった，それだけでもスゴイ進歩だと思います．
これは2012年の論文ですから，今年はもっと進んでいます．来年はもっと進みます．
　ここで，突然ですが，質問します．皆さんは何歳くらいまで生きたいですか．私はもう60を越
してしまったので60歳とは言わないのですけれども，例えば若い人の中でもう60歳くらいまで生
きたら死んだらいいなという人はいますか？いないようですね．日本人の平均年齢の80歳くらい
でどうでしょう？結構いますね．若い人に多い．なんとなく分かる気がします．では，100歳くら
いまでなら生きたいなという方？…はい．120歳まで生きたいという方はいらっしゃいますか？今
のところ，生きておられる長寿者のギネス記録が114〜115歳，日本人です．だから，人間は120ま
ではひょっとしたら生きられるのではないかと言われています．ただし，ごらんになっていれば分
かりますけれども，「あ，それだったらいいかな」と思う感じで生きておられる方もいらっしゃいま
す．では，それを越えて140まで生きられますよといったら，140まで生きたい方はいますか？…
はい．それでもいいと思います．健康に長く生きる．決して悪いことではない．では，それをはる
かに越えて，周りの人は誰もいなくなるかもしれないけれども200歳，300歳くらいまで生きてみ
たいという方はいらっしゃいますか？…はい．それも立派な意見だと思います．だけど，少なくなっ
ています．いまの段階でそういうことができないにも関わらず，もしできるとしたらという夢でお
話しを聞いても，80か100くらいまで生きればいいと考える方が多いという結果になりました．と
いうことは，それを越えて生きる，さらには不老不死になる，そういう技術を我々の多くは必要と
していないのかもしれないということだと思いませんか．
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10. 生物の存続に必要な寿命
　生物の寿命というのがどうしてあるかというと，死ぬということは生物そしてそれが生きる地球
にとってものすごく大切なことだからです．ほとんどの動物は非常にはっきりとした寿命を持って
いて，それまでにはすべての個体がほぼ確実に死にます．植物もそうだと思うのですけれども，植
物の場合は寿命はあまりはっきりしていないので，とりあえずいろんな動物を平均寿命を基準に並
べてみました（図2）．

　病院（医療のサポート）のないところで暮らしていると，ヒトはほとんどが60歳くらいで死ぬと
いうことです．これはアフリカで実験というか調査された結果なのですが，そのヒトたちと同じよ
うなところで生活しているチンパンジーが，ほぼ30歳で死んでしまうこともわかりました．だから，
ヒトとチンパンジーが似たような環境のところで似たような生活をしていたとしても，ヒトは60
歳くらいまで生きる性質をもっているし，チンパンジーは30歳で死ぬのが普通だということ，こ
れが寿命というものです．寿命は種ごとに例外なく決まっています．遺伝子で決まっていると言い
換えることもできます．それは，ひょっとすると幹細胞を老化させる遺伝子かもしれません．
　多くの動物は，海から川に戻ってきて産卵するとすべての個体が死んでしまうサケのような生活
をしています．次の子どもを産んだら死んでしまうのです．ところが，ヒトは子供を産んでもすぐ
に死ぬことはありません．もし，子どもを産んですぐ死んでしまったら，赤ちゃんも死んでしまい
ます．子どもを育てなければいけないので，寿命が長くなっています．これはチンパンジーも同じ
です．ヒトの場合は，さらにおばあさんが孫を育てるという性質を持った動物らしいということが
わかってきました．おばあさんがいないと，孫の死亡率が上がるのです．これは大昔から言われて
きたことですが，「おばあさん仮説」ということで今や科学的に証明されつつあります．というわけ
で，多くのヒトは60歳くらいまで生きれば確実に子孫は残る，寿命は種ごとに確実に子孫が残る
できるだけ短い生存時間というふうに決まっていると考えられています．
　もし生物が死ななくなったらどうなるか？地球はもう持続可能ではなくなります．できあがった
45億年前から，地球にはほとんど物質の出入りはありません．つまり地球上の生物を作っている
物質は，37億年前とも38億年前とも言われる生命が出現した時から地球の上だけでやりくりして，
今生きている生物に受け継がれてきたものですから，今生きている生物の死がなければ，新しい生
もなくなります．先ほど死なないミミズをご紹介しましたけれども，生物学的には不老不死のミミ

図2　動物の寿命
（講談社ブルーバックスY820「進化から見た病気」栃内新著　図9-6　P183）
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ズは環境変化や事故にはきわめて弱く，ヤマトヒメミミズも採集された福島県では，すでに絶滅し
てしまっているとも言われています．ミミズはほんの小さな存在だから，不老不死になっても環境
にそれほど大きなインパクトを与えることもないまま，誰にも気づかれないままに絶滅して消えて
いくこともありうるでしょう．ところが，我々を含めて大きな動物が死ななくなったらどうなるか
というと，環境への影響も大きく，地球はたちまち資源不足に陥ります．食べ物も水も酸素も足り
なくなり，あっという間にあちこちで大絶滅が頻発することになるでしょう．

11. 先端医療の問題点
　病気は生活のクオリティを下げるので，医療はあらゆる不快な症状を取り除くという方向でどん
どん進歩してきました．おかげでこの100年くらいの間に日本人の平均寿命は40歳代から2倍近く
に伸びてきています．それにもかかわらず，医療はさらに進歩を続けてきています．時代ごとに新
しい「先端医療」が発展してきましたが，先端医療はそれぞれの時代で多くの問題を起こしてきて
いることを忘れてはなりません．例えば抗生物質が発見されたらどんどん使い，それに対する耐性
菌を増やしてしまいました．輸血や血液製剤が使えるようになると，ウイルス性肝炎やAIDSが医
療行為を介して感染を拡げてしまうというようなことも起こっています．生殖補助医療ができるよ
うになったら，親と遺伝的に関係のない子どもを産んだり，あるいは自分の遺伝子を持った子を他
人に産んでもらったりということがいくらでもできるようになりました．これは遺伝の法則から見
ると，とでもない掟破りです．そういうこともできるようになってきたことがいいのか，悪いのか
は私はあえて言いません．それは皆さんが決めることです．移植医療ができるようになったら，ド
ナーが全然足りないことが露呈しました．そうなると，移植を受けられない方の不満あるいはフラ
ストレーションが増大します．移植医療という技術の進歩がなかったら，あり得ない状況が出現し
ているのです．
　というわけで，先端医療は進歩するがままにほったらかしておいては危険な技術だと思います．
皆さんが「これはちょっと待て．そこ以上やらないほうがいい」ということを，決める必要がある
のかどうか，できるだけ早い時期に判断すべきだと思います．それこそが「市民の声」です．技術
がどんどん一人歩きを始め，産業界を巻き込んで大きな勢力となってしまったら，その時にはもう
止められなくなっている可能性もあります．

12. iPS細胞をどのように使うか
　というわけで，ES細胞，iPS細胞を使った技術はどんどん進歩しています．それがヒトに応用で
きるようになってきたときには，もう間違いは繰り返したくないと思います．100年後，200年後
かもしれないけれども，ヒトが簡単に，例えば注射1本で不老不死になりますよ．その注射を受け
ますか，という問が発せられる時代が来た時，それに対する答を今から用意しておく必要があると
思うのです．手にしてはいけない科学技術が生まれる可能性が芽生えてきたときに，そこはやめよ
うというような提言をすべきかどうか，科学者も科学者でない人も考え，議論し，発言することは
市民の義務なのではないか，今回のシンポジウムのテーマ「社会の中のiPS細胞」をもらって考えた
ことのひとつが，そのことです．
　私は生物学を学び，地球上のあらゆる生物が死ぬことを通じて持続可能な地球が維持されてきた
ということを理解しました．皆さんも，この小さな地球が貴重な祖先の死によって再生し続けてい
る存在であることを理解し，ヒトもそうした自然の一部をなす存在として老化し，死んでいくとい
うことの自然さを実感していただけると死生観が変わるかもしれません．私は2002年に北大広報
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誌「リテラポプリ」に『贈り物としての死』という小さなエッセイを書きました（栃内 2002）．タイ
トルの「贈り物としての死」をグーグル検索すると，「贈り物としての死−北海道大学」とトップで
出てきて，今でも全文がウェブで読めます．興味があったら，是非読んでみてください．
　この2週間ほど，今日のシンポジウムで話すべき内容をいろいろと考えてきました．その結果，
iPS細胞の医療応用で目指すべきはもちろん不老不死などではなく，我々が今医療に対してもつス
タンスとして必要な，健やかに老いて，「ああ，いい人生だったな」と思いつつ，健やかに死んでい
けるような，そういう医療に対する貢献が期待できる研究に特化すべきなのではないかという思い
を強くしています．iPS細胞というものがどういう性質を持っているのかをある程度理解されたら，
それを使った医療のあるべき姿というものがどういうものなのか，一緒に考えてみませんか．
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