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【NPO 法人農都会議 食・農・環境グループ】   

『 

 

”長寿菌”がいのちを守る！ ～大切な腸内環境コントロール～ 

 ・日時 2017年 9月 5日（火）18：00～20：00 （17:30開場） 

・会場 港区神明いきいきプラザ 4階集会室Ｂ 

【第１部  講演】  

辨野義己氏  

  理化学研究所イノベーション推進センター  辨野特別研究室 特別招聘研究員 

１．【腸内細菌を研究】  

・9 年前の理研の定年時に、民間資金で研究室立ち上げ、10 人ほどの研究員と研究を続けている。 

・自分の研究成果をベースに話をする。 

・45 年以上、細菌学者としてこの分野の研究を進めてきた。69 種類の新しい種の命名提案してき

た。今なお、新しい菌の発見を続けている。 

・若い人は大便使っての研究よりも、遺伝子だけでの話をしたがるが、微生物の研究は、微生物

を扱わない限り、新しい時代は切り開けない。 

・腸内フローラは、死語になった。1980 年代に、腸内細菌叢という言葉をつかっても、国民に浸

透しないので、1980 年に理研で「腸内フローラ」シンポジウム第 1 回を開催した。そこから「腸

内フローラ」という言葉が広まっていったが、今は、「マイクロビオータ（微生物生物相）」が

正しい言葉。これが論文で使われている。 

 

２．【うんち  ―  女はたまる、男はくだる】    

・食事を食べてから、大便になるまでの時間は、16～24 時間、ふつうの日本人は 12～18 時間   

・英国女性研究者によると、ウガンダ黒人女性は 16～18 時間、英国白人女子学生は、3 日か 4 日

に一回だった。これは、人種の差ではなく、食べ物の差だ。 

ウガンダ黒人女性は一日にイモ類を 1kg 近く食べ 500 グラム近いうんちを出す、英国女子学生

とは食物繊維の量がうんちの違いを生んでいる。 

・食事を食べてから 3 日以上かかるのは、便秘。 

日本人女性の 48％は、便秘。そのうちの 65％は 3 日に一回のうんち。原因はほとんどが偏っ

た食事、自分の好きなものしか食べていない。 

・肉と野菜は、1 対 3 が望ましいが、肉中心になっている人が多い、これが腸内環境を悪くして

いる。 

・筋力の低下、うんちを出す力がない。階段使わず、エレベータ使う、歩かずに車を使う。 

腸と背骨の間の大きな筋力が、うんちを出す― ウォーキングで鍛えれる筋肉。 

・ストレスも便秘の要因 

・もう一つの要因が、ダイエット； 食べる量が少ないから、出る量が少ない。野菜もお米もと
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っていかないと、いいうんちは出ない。 

・ヨーグルトは、食物繊維がないから、大便のもとが全くない。 

・30 代、40 代の 500 名の調査結果― 95％が腸の悩みを持っている。うんちが出にくい、不快感、

下痢しやすい。 

この調査の 95％の方の 70％の人は、腸内環境（腸内細菌）が悪化している。 

・便秘で肌の調子が悪い― 腸の状態と肌の状態は、直結している。 

・うんちの水分含量が 90％以上、軟便や下痢だが、40 代に多い。ストレスのたまっている男性に

多いが、これがうつ病要因になっている。 

 

・トイレ事情は、男女は相対的に、女はたまる（便秘）、男はくだる（ゆるい）。 

・毎日のお通じの有無が、健康ライフの大事なポイントである。 

・食べることには熱心だが、出すことに無頓着だ。出すことこそが、健康の源だ。  

・食べカスが残っている便が、理想的な便。食物繊維を多く食べるほど、大便の量が多く、滞留

時間も短い。 

・大便の 80％は水。  

残りの１/３（大便の６～7％）が食べかす、２/３は、はがれた腸の粘膜と腸内細菌。 

 

３．【腸内細菌―  2 割が善玉菌、1 割が悪玉菌、日和見菌（ 7 割）は未知の菌】  

・腸内細菌はほとんどが大腸に住んでいる。腸内には 600 兆個から 1,000 兆個の腸内細菌。 

・腸内細菌には、肥満を促進する菌、肥満を抑制する菌が見つかっている。痩せている人と肥満

の人では、腸内細菌が異なっている。2005 年ころ、肥満の人の大便を、無菌動物に入れると、

その動物は肥満になることがわかった。 

・いい腸内細菌、腸内環境を持つことが、健康の第一歩。 

 

・人の細胞数は、60 兆個である、から 38 兆個である、に変わったが、その 20 倍強もの腸内細菌

が大腸内に住んでいる。 

・大腸の壁についている菌を全部取ってしまうと、約 1.5kg 近い重さもある。 

・皮膚、口腔等の金含めて、女性は 2.5kg の菌がいる、女性の本当の体重は、測定重量－2.5kg。 

・地球の重さは、１/３― 水（海水）、 １/３― 大地（土）、   残り１/３― 大地、海洋にいる

微生物 でできている。 

・腸内細菌のうち、わかっているのは 20～30％の菌のみ、残りの菌は未知の菌である。地球には

100 万種類の菌がいると、言われているが、たった１％、1 万種くらいしかわかっていない。

99％の菌は、全く手つかず状態。 

・悪玉菌、善玉菌は、学問的には正しくない。一般の人に腸内細菌を理解してもらうのに、こう

いう命名にした。2 割が善玉菌、1 割が悪玉菌、7 割は日和見菌という言い方をしているが、日

和見菌はほとんどが未知の菌。未知の菌は、日和見菌と称した方が理解してもらえるから、こ

ういう名前にした。 

・腸内細菌は大腸に一番多い。大腸の菌は、99.99％が嫌気性菌で、酸素があると生育できない。

大腸は酸素がないから、多くの菌が住んでいる。 
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４．【腸内細菌―  病気の発生源  ⇒  健康の発生源に変えよう！】  

・菌が有害物質作って、大腸に病気を起こす― 大腸がん、大腸ポリーブ、潰瘍性大腸炎・・・。

病気の種類の最も多い臓器は、大腸であり、その原因は腸内細菌。 

・21 世紀は、腸内環境が全身疾患に絡んでいることが、にわかに言われ出した。 

免疫力低下、疲れやすい、風邪を引き易い、これは癌細胞の活性化を招く。 

冷え性、血行障害も腸内細菌が関係している。 

・食事の欧米化により動物性脂肪が多くなり、これの分解に胆汁が出て、脂肪を脂肪酸に変える。

胆汁は小腸末端の回腸で回収されて肝臓に戻るが、少し大腸に流れると、腸内細菌がこれを発

がん物質に変えてしまう。 

・女性のがんは、大腸がんが第一位だが、これは、大腸内視鏡検査を受けるのが女性ははずかし

い、と受けないから。今は、内視鏡も細くなっている、検査受けるのが大事。 

・大腸の腸内細菌の作る有害物質は、さらに血中に移行し、内臓、全身に送られ、肝臓がん、乳が

ん、肥満、糖尿病にも腸内細菌が関係している、まさに、腸内細菌は病気の発生源である。 

・逆に、どんな食べかすを大腸に送り込むかで、コントロールできる。病気の発生源を、健康の

発生源に変えるには、ご自身の生活習慣をどう変えるか、一番いいのは、50％が運動、40％が

野菜（食物繊維）、10％はヨーグルトやオリゴ糖。 

・腸脳相関といって、脳の機能さえも腸内細菌によって左右されていることが研究で分かってき

ている。今では、年間 5 千本もの腸内細菌論文が出ている。遺伝子を使っての研究も進んでい

る背景がある。 

・ぜんそく、アレルギー症状の腸内細菌の関連の研究も進んでいる。 

 

・百歳以上の老人が、一昨年で 6 万 1 千人超え、その 8 割は女性、そのうちの 8 割は寝たきり。 

・日本人の男女の寿命の性差は何に起因しているのか、長寿遺伝子の差だけでなく、いろんな 

ファクターが働いている。 

・平均寿命第一位は、男女共に長野県だが、健康寿命（＊）第一位は山梨県。 

 （＊）健康寿命： 国の定義「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」 

・健康寿命と腸内細菌はきっと関係する、と思っていた。 

・無菌マウスの寿命は、普通のマウスの１．５倍も長生きする。人間でいえば、80 歳寿命が、無

菌だと 120 歳まで寿命が延びることになる。 

・無菌動物では、メスよりもオスの方が長生きし、人間の男女の平均寿命と逆になる。 

・腸内細菌により、生物によって性差の平均寿命がコントロールされる。 

・腸内細菌は、年齢、性別、家族構成、排便状況によって大きな影響を受け、その構成や機能が変

わってくる。 

・もう一つは環境― どういう地域に住んでいるか、食生活、運動習慣、飲酒・喫煙習慣、サプリ

メントの有無、精神的刺激、これらの諸々が腸内細菌の構成に大きな影響を与え、機能にも影

響与える。 

・逆に健康状態（便秘気味、アレルギー、腸疾患、高血圧）が、その原因となった腸内細菌を変え

てゆく。 
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・腸内細菌が病気の発生源とすれば、これを如何に変えてゆくか、これが大事なポイント。 

 

５．【おなかケア・プロジェクト  ◇大便募集中（腸内細菌  無償で検査）】  

・9 年前の理研定年時に、いろいろなオファーを断り、理研で、腸内細菌つかっての健康管理の夢 

を進めることにした。 純粋科学でなく、もっと国民に沿った形で研究すべく、データベース構

築して、人の健康に寄与していきたい、これを国の金でなく（国は制約が多いから）、民間企業

の資金だけで研究進めることにした。企業は口出しせず、人を出してもらい、人材育成の場に。 

・20～90 歳代の 3,220 名の腸内細菌を調べたら、日本人は 8 つのグループに分かれることが分か

った。 

・今年、再度の大便募集中、協力お願いしたい。おなかケア・プロジェクト 

http://onakapro.com/71006/%E8%A2%AB%E9%A8%93%E8%80%85%E5%8B%9F%E9%9B%8

6/  

・この 7 月 8 月の 2 か月で 2,500 人の応募があった。 

・20 世紀は病気になって病院に駆け込む時代、21 世紀は、自分で病気を予防する時代。 

・ピンピンコロリにはどういう生活習慣で、どのような微生物を持つべきか、どのような腸内環

境を持つべきか。まずは、このプロジェクトに大便を提出することが第一、 

腸内細菌の検査報告については無償で実施。 

・腸内環境の腸内年齢チェックシート（→ 講演資料に掲載） 

・腸の状態が悪くなると、肌の状態も悪くなる― 乾燥肌、化粧のノリが悪い、等。 

・データから脳の老化現象が腸年齢に関係している― 名前や昨夜の食べたものが思い出せない、

会話に「あれ、それ」、物のあちこち置き忘れ、等。 

・脳は活性化できる― 朝起きてベッドの上で、今日は誰と会って何を話そうか、とす、それを実

際の行動でしてみる、よく話をする、人の話を聞くことが大事、一方的に話すだけではだめ。 

・運動― よく歩くのがよい。 

 

６．【長寿菌―  健康長寿の実現へ！】  

・「長寿菌」という言葉を、昨年 9 月ころ作った― 「大便桿菌」「大便球菌」「ビフィズス菌」の

グループを総称して「長寿菌」。健康な人の腸内細菌の長寿菌は、40～50％。ビフィズス菌が

10％前後。 

・健康長寿地域に住んでいる元気なお年寄りの大便サンプルを調べると、長寿菌の割合が 60 パー

セント以上占めている。 

・1979 年に山梨県の長寿地域の（上野原市）棡原（ゆずりはら）を調査した。米を作れない地域

で、食事は、アワ、ヒエ、発酵食品の味噌、根菜類。坂道多くそれを上り下りし、90 歳超えた

お婆さんが元気にゆずの木に登ってゆずを取るような、元気なお婆さんが多い。しかし、80 年

代後半にコンビニができて、通勤地域になり、長寿地域は風前の灯。 

・ [長寿菌]を初めて使った本を昨年書いた― 

 「100 歳まで元気な人は何を食べているか?: 腸内環境を整える「百寿者」の食習慣」2016/9 

・これからは、これまでの「善玉菌、悪玉菌、日和見菌」の世界から、「長寿菌、その他」の世界

になる。 

http://onakapro.com/71006/%E8%A2%AB%E9%A8%93%E8%80%85%E5%8B%9F%E9%9B%86/
http://onakapro.com/71006/%E8%A2%AB%E9%A8%93%E8%80%85%E5%8B%9F%E9%9B%86/
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７．【うんちをデザインして健康になろう！！】  

・うんちをデザインすることはとても大事なこと― 何を食べれば、どういううんちになる、うん

ちを出すだけでなく、その質をどうするか、肉類の食べ過ぎは、うんちの色が濃くなり、悪臭

になる。 

・日本人は、今は年間 45 ㎏の肉を食べている。1950 年前後は 3 ㎏だったので、15 倍強になっ

た。アメリカ人は 125 ㎏の肉を食べており、大腸がん、心臓病含めて成人病が多い― この背景

に、車の普及、冷蔵庫の普及での肉消費が増え、運動不足に。 

・今、沖縄県で健康クライシスと呼ばれている現象が起きている― 肥満度第一位は男女とも沖縄

県が第一位、野菜摂取量は男性 45 位、女性は 46 位になっている。フライドチキンの全国消費

量の１/３が沖縄一県で。昔は野菜、海藻をもっとも食べる県だったのだが。 

・私は肉が大好きで、50 歳の時、体重が 88 ㎏あった。23 歳から毎年、ひどい花粉症に悩まされ

ていた。友人から、嫌いなものを食べればよい、と教えられ、嫌いだった野菜とヨーグルトを

食べ始め、運動もして、2 年後には体重が 72 ㎏に減った。ヨーグルトで花粉症が軽減した。 

・日本人の食物繊維は量が少ない。350ｇ以上の野菜を取ろう。食物繊維が多いのは、キノコ類、

ブロッコリー、キクラゲ等。 

・ねばねば食品― 納豆、オクラ、メカブ（ねばねば三兄弟と呼んでいるが）も免疫力をアップす

る。 

・長野県は野菜を多くとるようになって、がん死亡率は全国一低い。 

しかし、長野県も若い世代は野菜を食べなくなっている。 

・和食は、野菜と発酵食品をうまく取り入れ、腸内環境を整える、よい食事の典型。 

・最も理想的な大便とは― 便座で気持ちよくストン、ストンとでること、毎日毎日よいお通じが

あること。これを習慣化するには、どんな食べ物を食べるか、どんな運動をするか、にかかっ

てくる。自分のうんちが、どんなうんちが、知ることが健康の第一歩。大便の質が、健康寿命

を決める。 

・大腸を病気の発生源から、健康の発信源に変えよう。腸年齢の増加は短命化。 

 

【第２部 質疑応答・議論】 

１． [第２部 前半 ] 質問票（席上回収）に、講師・辨野氏が答える形式  

（１）排便の回数は関係あるのか。ヨーグルトが和食と同等の効果を与える量は。  

・ヨーグルトは豆乳ヨーグルトでも大丈夫か。 

→ （辨野氏）排便の回数は、一日 1 回から数回。 

・私はだいたい２回、朝起きてすぐと夕方 2 時間の犬の散歩（重しを４ｋｇつけて）歩いてい

る。帰ってくると、ヨーグルト 300ｇに豆乳 100ｇ、バナナ 1 本入れ、抹茶少々にハチミツ

入れてミキサーにかけて、これを一気に飲んでしまう。 

・さらに野菜スープ、5 種類以上（旬の野菜― 最近は、なすとピーマンが主）をいろんな味付け

で作っている（野菜は、生でなく、かさを小さくして多くとるのが大事なポイント）。いろいろ

な味付け（コンソメやチゲ風等）、これをフリーズしておけば、2，3 日に一回作ればよい。 

・好きな肉を抑えて、野菜を多くとっている。 

（２）野菜を多くとることの習慣をどう作るか。 
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→ （辨野氏）野菜の取り方が自分なりに作り、食べることによって、いい排便ができる。  

（３）宿便とは。  

→ （辨野氏）宿便という言葉は、理論的には存在しない。大便の 20％が固形成分で、 

その１／３は粘膜、大腸の粘膜は 3 日に一回はがれるため、医学的には宿便は存在しない。  

 

（４）ヨーグルトや肉の食の話 卵、牛乳、チーズの取りすぎ影響は。乳製品の消化能力は。 

  ・ヨーグルト、乳製品は、大腸がんやアレルギンの原因ではないのか。 

→ （辨野氏）・「病気にならない生き方」（新谷弘実著）という本の生活で、なぜ病気になるか、

という本― 新谷理論への反論の本（＊）を出したので、読んでほしい。 

（＊）「病気にならない生き方で、なる病気―機能性ヨーグルトが病気を防ぐ!」（ 2008/1）  

・牛乳やヨーグルトは健康によくないという発想は、本当にそうなのだろうか。 

・日本人はラクトース(乳糖)を分解する能力が少ない、赤ん坊は乳頭分解酵素（ラクターゼ）

をたくさん持っていて母乳を分解しているが、離乳するとラクトース(乳糖)を分解する菌

が少なくなる。 

（５）動物性乳酸菌と植物性乳酸菌― 食べるには、どちらがよいのか。   

→ （辨野氏）学問上は、乳酸菌には、動物性も植物性もない、プランクトンには動物性、植物

性があるが、乳酸菌には動物性も植物性もないと学会で主張している。  

・耐酸性乳酸菌とか、高温性乳酸菌、低温性乳酸菌とか、性質をもった乳酸菌はいるが、動物

性や植物性というのは正しくない。  

（６）アルコールが腸内細菌に与える具体的な作用を、教えてほしい。   

→ （辨野氏）難しい質問で、答えられない、アルコールは小腸で吸収されてしまうが、大腸発

がんにアルコール度数、多飲が要因になっている。 

（７）ストレス、メンタル的な面と、腸内環境の変化を、くわしく教えてほしい。   

→ （辨野氏）これは大きな課題 2010 年あたりから、自閉症、認知症に腸内細菌の関係につ

いての研究が、欧米では盛んにされている。 

・我々も【おなかケアプロジェクト】の健康調査アンケートで、精神的な項目を 40 項目聞いて

いる。特定の腸内細菌が疑われるが、「正確にこの菌が」、までは見えないので、これからの

研究課題だと思っている。  

（８）微生物の分類― 種が変化することはないのか。   

→ （辨野氏）微生物の種は、人間が勝手につけた名前、よく似た微生物の一群に名前を付ける、

大腸菌はイー・コリーというが、種を超えた変化はしにくい。 

・種を超えた変化は、微生物分類学の存在の基盤を壊してしまうから、種を超えた変化は存在

しない。 

（９）日和見菌（全体の 7 割）は、何の、どんな菌かもわかっていないのか。    

→ （辨野氏）わかっていない未知の菌、これからの研究で分かってくれば、生体に対していい

働きをするのか、悪い働きをするのか、もわかってくる。 

・悪玉菌は病巣からの菌、ビフィズス菌でも悪玉菌的な菌をもっている。 

（１０）腸によいアルコール（日本酒、ビール、ワイン）があれば、教えてほしい。   

→ （辨野氏）腸によいアルコールがあるのなら、私にも教えてほしい。 
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・度数の高いアルコールの多飲の習慣とポリーブとの関係が言われているが、具体的な答えは、

まだない。  

（１１）腸内細菌と生活集団と食生活との関係― どちらが先か。 ・人と健康との関係。  

→ （辨野氏）食生活、生活習慣が腸内細菌に影響を与え、変化した腸内細菌が、その後、生体

に大きな影響を与える、という関係しかない、2 次的な働きだと思う。  

（１２）治療として、病院でのドクターが処方として、薬品としての生きた微生物。 

・良い菌を外から治療として与えられるのか。 

→ （辨野氏）今、大便移植もあるが、私は批判的だ、むしろ有用な微生物を 20～30 種類入れ

たカプセルの投与がよい、これからの検討課題。 

（１３）パンダは生まれた後に、竹消化菌を入手しているのか。 

→ （辨野氏）そのとおり。 

・コアラもユーカリしか食べないが、オーストラリアでは 600 種以上のユーカリがあるのに、

18 種のユーカリを選んで食べている。ユーカリはタンニンが多く食べられないが、お母さん

の大便をなめることによって、菌を移植することにより、ユーカリの葉っぱのタンニンを分

解する酵素を持った微生物が体内に入ると、ユーカリが食べられるようになる。 

・シロアリも、木材を食べるのは、体内にいる微生物が消化酵素を持っていることで、シロア

リは生きている。 

・牛が草を食べると、微生物が食物繊維を分解して栄養素を吸収して、アミノ酸が吸収してい

る。動物は微生物をうまく利用して、生体を維持している。 

（１４）癌   

→ （辨野氏）腸内細菌との関係は、まだ研究途上で、証明はされていない。 

（１５）抗生物質、薬剤、殺菌剤、抗菌剤、農薬等は腸内細菌にどのような影響があるのか。 

→ （辨野氏）投与期間中には、微生物が変化する。 

・抗生物質誘導の大腸炎、抗生物質により毒素を出す、抗生物質に強い、あるいは、抗生物質

によってこの毒素産生能力を発揮する菌がいる。これで亡くなる方が多いので、抗生物質の

乱用はひじょうに慎重にやらないといけない。 

・薬剤耐性菌も多いので、知らず知らずのうちに、体に蔓延することも多い、 

・特に、ペットの獣医領域では、抗生物質をたいへん多用する、しかも、人用の抗生物質を名

前を変えて、動物用に与え、これがペットの体内で耐性菌ができ上がる、ペットから飼い主

がなめなめしてもらうと、伝播する。ペットへの抗生物質投与は、大きなリスクをしょうこ

とになる。 

（１６）抗菌ブーム   

→ （辨野氏）衛生仮説、環境がきれいになればなるほど、アレルギーが起こる。 

・アトピーなどのアレルギー疾患は、環境がきれいになればなるほど、体にとってマイナスに

なる、 

（１７）肉類、卵、牛乳、発酵食品のチーズの取りすぎは、体に悪影響か。 

→ （辨野氏）実際に有名な話で、アメリカのキリスト教サーティン派本部の医療機関は、医療

を通じての救済は、（ベジタリアンだが、）ラクトベジタリアンであり、乳製品と卵と野菜を食

べ、禁酒・禁煙。ここでは、ロスアンゼルスの比で、7 割も発がん率が低い。 
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・ヨーグルト、豆乳も健康にいい。 

（１８）運動― 腸内細菌においては、しっかり出すという運動が重要なのか。   

→ （辨野氏）運動がなぜいいのか、というと、インナーマッスル（姿勢保持筋）を鍛えると、

腸を押し出す力がつく（→うんちが出やすくなる）。 

・この運動には、歩くのが一番、一日９千歩歩きましょう。 

 

２． [第２部 後半 ] 席上の質疑応答  

（１）腸内細菌はいつごろ、どこから入ってくるのか。 

→ （辨野氏）産道を通る時に母親の腸内細菌が子供の口から入る。 

・帝王切開では腸内細菌が１，２ヶ月遅れる、その間に様々な病気になりやすいので、強制的

にビフィズス菌を飲ませることも医療機関ではやっている。 

・お母さんの菌が、子供の能力に関係する、子供の運命を決めることになる。 

 

（２）大腸内視鏡は苦しいので、受けたくない、となってしまい、早期発見の妨げにもなるので、

もっと楽に見つける方法はないのか。 

→ （辨野氏）内視鏡も小さくなって入りやすくなっている。 

・女医さんがそういう分野にどんどん進出してもらうとよい。 

（→ 女性が大腸内視鏡検査を受けやすくなり、低受診率が改善される）。 

 

（３）食事のとり方、何から食べるか、食べるスピードの速さ、そういうものが効果があるのか。 

→ （辨野氏）わかりません、そういう試験はしていないので。 

・早く食べるほど、たくさん食べる。 

・ゆっくり噛んで食べるほど、食べる量は減ってくる。 

・よく噛んで食べる食品を如何に多くするか、食生活の改善であると同時に、腸内環境の改善

になる、一番いいスタイル。 

・早食いは、多く食べてしまい、カロリーが高い。 

・ＢＭＩ（＝ 体重 ÷ （ 身長 × 身長 ） ）が 18％以下は栄養失調。老化で低栄養で、栄養

失調になる人が多い、その改善も大きな課題。 

・今の日本人の平均カロリー摂取は、2 千カロリーを切って、1890 カロリーくらいになってし

まっている。（母親の栄養不足で低体重出産児が増えており）、その子は、必ず肥満し、糖尿

病のリスクがある。 

 

以上 

 

 

（文責：NPO 農都会議 食・農・環境 G） 

 


