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「乳酸菌」
プロバイオティック乳酸菌のヒト腸管付着性機構の解明と応用
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コアラは何故ユーカリを食べることができるか ?
コアラはオセアニア大陸に棲む珍しい動物であり、他の動物種との食糧の重なりを回避した結果であろうか、限ら
れた種類のユーカリの葉しか食べない。ユーカリの葉には十分なタンパク質や脂肪や炭水化物なども含まれているのだ
が、有害なタンニンが約 13％も含まれるために、通常の動物は食することはない。このタンニンの 70-80％は加水分
解型のタンニンであるために、
加水分解して無毒化することが可能であれば有効利用できる。コアラはどのようにして、
ユーカリ葉中のタンニンを無毒化するのであろうか。これは、大澤 朗教授（神戸大学）からの話であるが、オースト
ラリアで獣医として勤務していた際に、重篤な結膜炎でエサを動き回って取ることができなくなった野生のコアラが搬
入された。大澤獣医師の抗生物質の投与による治療により、結膜炎は劇的に完治し、目を開けて自然界で動き回れ
る様になり、退院の時期が近づいたかに見えた。しかし、コアラは抗生物質の投与後に重篤な下痢を起こし、脱水
症状で死亡してしまった。大澤獣医師はその死亡原因を追求した結果、コアラは盲腸に保持している多量の特殊細
菌の出すタンナーゼにより特異的にユーカリ葉中のタンニンを無毒化し、栄養素を得ていることを解明した。単離され
たこのパストレラ科に属する全く新規な細菌は、Lonepinella koalarum と命名された。これにより、コアラの特異な
食性から生命を維持するための特別な消化機構が解明され、
「腸内細菌」の際立った重要性が証明された。
本稿では、ヒトの健康に極めて重要な腸内細菌とプロバイオティクスについて概説し、ヒト腸管内に腸管ムチン糖
鎖を認識して結合する新しいタイプの乳酸菌（血液型乳酸菌）を発見し、その腸内定着性機構の一部を解明したこ
とを述べ、最後に将来的な利用性や応用性について言及したい。

プロバイオティクスにおける代表的な２菌種
1989 年，英国の Fuller は，ヒト腸内細菌叢（フローラ）のバランスを調整することにより、宿主に有益な保健効
果をもたらす生きた微生物を
「プロバイオティクス」とする概念を提案した 1)。これまでの光岡知足先生らの研究では、
乳酸桿菌 (Lactobacilli) およびビフィズス菌 (Bifidobacterium) の２属が主たるヒト腸管におけるプロバイオティクスで
あるとされている。乳酸菌は，グラム陽性で運動性が無く、芽胞を生成せず、カタラーゼ陰性の微生物であり、グル
コースからモル比換算で 50％以上の L/D- 乳酸 (lactic acid) を生産することが最大の特徴である。また、乳酸菌の
染色体における GC 含量は約 30%と低く、
「低 GC 含量細菌」に分類される。乳酸菌は、腸内環境においてグルコ
ースを嫌気的に解糖系で代謝（嫌気呼吸）することにより，最終産物として乳酸を生産して ATP を取り出している。
乳酸菌には棒状の桿菌と球状の球菌が存在するが、腸管には乳酸桿菌が多い。乳酸菌には乳酸のみを作るホモ発
酵乳酸菌と、それ以外にエタノールや炭酸ガス ( 二酸化炭素、CO2) を作る、ヘテロ発酵乳酸菌が存在する。
一方、ビフィズス菌は乳酸桿菌と異なり、GC 含量が約 70％と高く、
「高 CG 含量細菌」に分類されるヘテロ発酵
菌である。最大の特徴は、本菌は乳酸よりも酢酸を多く作る点にある。これは、ビフィズス菌は独特なフルクトース
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-6- リン酸経路（ビフィズス経路）でグルコースを代謝するために、
最終産物は酢酸：乳酸を３：２のモル比で生産する。
プロバイオティクスとしての乳酸桿菌は、酸素分圧が高くても生育可能な通性嫌気性菌のために，腸管では上部消
化管である小腸部位から生育すると考えられるが、偏性嫌気性菌であるビフィズス菌は嫌気度の高い消化管下部の
大腸部位において最も優勢と考えられている 2)。

乳酸菌やビフィズス菌の作り出す乳酸と酢酸および誘導酪酸の機能性
ヒト腸管におけるプロバイオティクスと考えられる乳酸桿菌とビフィズス菌の作り出す多量の乳酸は、大腸の上行結
腸や横行結腸では盛んに他の腸内細菌により発酵分解利用が進み、酢酸やプロピオン酸に加えて酪酸などの短鎖
脂肪酸濃度も 100mmol/L 以上となるために pH も 5-6 前後と低くなり、有害菌の生育は抑制される。さらに、下
部消化管の横行結腸の遠位部から下行結腸では短鎖脂肪酸が吸収され pH も 6-7 と上昇する。pKa 値が乳酸より高
い酢酸は非解離型となり、有害菌の細胞内に取り込まれ易く、菌体内では解離して H+ イオンを放出し、それを排
除するためにエネルギー代謝を昂進させて死に至らしめる。乳酸や酪酸も同様な抗菌性を示すが、乳酸菌は一般に
高い耐酸性を示す。このように、腸内環境 pH が局所的に低下することで、病原性微生物の生育性は抑制され、結
果として腸内細菌叢において善玉菌が悪玉菌を菌数的にも凌駕することで「腸内細菌叢バランスが改善される」と考
えられている。しかし、これらの考え方は局所的であり、あくまでの腸管全体で考えた場合は、圧倒的にバクテロイ
デスなどの非病原性菌（日和見菌とも呼ばれる）の方が乳酸菌やビフィズス菌よりも多いものと考えられる。
一方，乳酸菌やビフィズス菌の作り出す乳酸をヨーグルトなどの形態で摂取すると、腸管では微生物の生産する二
次代謝産物としての酪酸（短鎖脂肪酸）が多量に生成する。この酪酸の示す、宿主腸管への影響を考慮することは
大切である。京都府立大学の研究グループによると，酪酸はブタ小腸絨毛萎縮からの回復促進や大腸粘膜上皮の
増殖促進などの宿主の腸管上皮細胞の生育性に、プラスの影響を与えることが指摘されている 3)。酪酸などの短鎖
脂肪酸は、大腸上皮細胞では最も良く利用されるエネルギー源であり、ヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) に対す
る阻害効果も示すので、大腸がんに対する予防効果が推定されている。しかしながら、炎症性の腸疾患では、ある
種の有害菌により過剰に分泌される酪酸が腸管上皮細胞のアポトーシスを促進し、炎症発症の一原因になることが
指摘されており、適量ではプラス、過量ではマイナスの生理効果があるものと考えられている。

その他のプロバイオティクスの生理効果
プロバイオティクスの一つである乳酸桿菌には、抗菌性のペプチド：バクテリオシン (bacteriosin) を生産するもの
が多い。著者らも、ヒト腸管から単離した多くのプロバイオティクスにおいて、バクテリオシン活性の発現を確認して
いる。例えば、ヒト乳児便より単離した L.gasseri LA39 の生産するガセリシンA は、類縁菌である乳酸菌以外にも、
リステリア菌、セレウス菌，黄色ブドウ球菌などにも抗菌性を示す「抗菌スペクトル」の広い環状構造をとるバクテリ
オシンであった 4)。プロバイオティクスが、実際にヒト腸管内でバクテリオシンを産生し、腸管系有害菌の生育を抑制
することで、宿主の腸内健康に本当に寄与しているかどうかの正確な検証はなされていないが、おそらくその様な現
象が腸内細菌叢で起こっていることが推定される。このことは，
プロバイオティクスがヒト腸内で有害菌の生育を抑え、
腸内細菌叢バランスをとることを可能にしている要因の一つと考えられている。また、抗菌性ペプチド以外の抗菌性
成分も産生する乳酸桿菌も知られている。例えば、L.reuteri
（ロイテリ菌）は
「ロイテリン」という抗菌性物質を生産し、
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他の有害菌の生育を抑制するものがある。本成分は、グリセロールから誘導される 3- ヒドロキシプロピオンアルデヒ
ドである。2007 年、麻布大学・東京大学・理化学研究所の合同研究グループにより、マウスの腸管内で実際に同
菌よりロイテリンが産生されていることが 2 次元 NMR により初めて実証されたので、ヒト腸管内でも同様な生理効
果が期待されている。ロイテリンを生産する L.reuteri を利用したロイテリンヨーグルトは、国内販売されていた歴史
もある。
腸管細菌叢においての菌種間での拮抗作用には、プロバイオティクスによる有機酸産生による腸内 pH の低下、
酸化還元電位の低下、各種の抗菌物質（有機酸、二次胆汁酸、過酸化水素、バクテリオシン、ロイテリンなど）の
効果および栄養素や生長因子の奪取などがあり、その総合的な結果により、プロバイオティクスが優勢となり、局
所的に構成菌種間でバランスのとれた腸内細菌叢が形成されるものと考えられる。

プロバイオティクスの３要件とヒト腸管付着性の重要性
プロバイオティクスの選抜条件には、胃酸耐性、胆汁酸耐性およびヒト腸管付着性という３つの性質がある。著
者らの研究では、ヒト腸管から単離された菌株を調べてみると、意外と胃酸耐性や胆汁酸耐性の低いものが多く、
胃酸耐性と胆汁酸耐性が共に高いという菌は非常に少ない。実際に我々がプロバイオティクスを摂取する際には、
食品成分と一緒に摂ることが多く、単体で摂ることは少ない。例えば発酵乳（ヨーグルト）は、乳自体の緩衝能がと
ても高く、酸素や紫外線遮断性の高いカゼインやホエイタンパク質などの乳成分がゲル状に存在し、プロバイオティ
クスを被覆しているために菌体保護能がとくに高い食品と考えられる。したがって，プロバイオティクスのマススクリ
ーニングでの選抜では、著者らは胃酸耐性や胆汁酸耐性よりは、
「ヒト腸管付着性」をとくに重視している。これ
は、プロバイオティクスがヒト腸管上皮に結合することで宿主に刺激を与え、sIgA の分泌量を促進させ、さらに小腸
パイエル板の M 細胞から菌体が吸収されたりするなどの宿主刺激効果を継続的に続けるためには、プロバイオティ
ック乳酸菌菌体が多数存在することが重要な条件となりうる。そのためには、
極めて多くの菌体数を常時摂取するか、
またはヒト腸管付着性が高く M 細胞付近で自己増殖して多くの菌体数に増えることが、重要な取り込み条件になる
と考えられる。
一般にヒト腸管組織の食道から肛門までの全消化管の上皮細胞は、食道などの扁平上皮や大腸などの吸収上皮
に係らず、表層から消化管粘液が分泌され、全体が被覆されている。この消化管粘液は、消化過程において、摂取
した堅い食品成分から消化管を物理的な障害から守る役割がある。また，胃粘膜では、胃酸の低 pH や胃ペプシン
からの保護の役割があり、小腸などでは胆汁酸や各種消化管酵素（トリプシン、キモトリプシン、リパーゼ）による
自己消化からの保護の役割もある。さらに、常に侵襲を受ける管腔側からの外来有害微生物などに対する保護バリ
アーとしての重要な役割がある。
腸管上皮細胞を広く覆っている粘液層は、高分子量糖タンパク質である「ムチン」から成っており、その厚さは哺
乳動物ではヒトが最も厚いことが知られている。ムチンに結合する糖鎖の構造は複雑であるが、シアル酸や中性糖、
アミノ糖および硫酸基を結合する複雑な糖鎖構造であることが判っている。1985 年に Podolsky が報告しているヒト
大腸ムチン結合糖鎖の化学構造式 5)（図 1）は組織化学的な染色結果を支持しており、また粘液層の部位によりム
チン結合糖鎖の硫酸基やシアル酸の差異が示唆される。例えば、消化管下部の直腸付近では、腸内微生物により
分解されないように、大腸粘液ムチンの糖鎖には硫酸基が多く導入され、糖鎖を保護していることが知られている。
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また，ヒト消化管ムチンの糖鎖末端には
ABO 式血液型抗原が発現している。ヒト
抗原は GalNAc α 1-3(Fuc α 1-2)Gal- の３
糖で構成される「A 型抗原」
、末端が Gal
に変換された Gal α 1-3(Fuc α 1-2)Gal- の
３糖で構成される「B 型抗原」
、そして非
還 元 末 端に GalNAc や Gal の存在しない
Fuc α 1-2Gal- の２糖で構成される「H 型
抗原」がある。図１に示した糖鎖構造は、
末端に A 型抗原の３糖が存在している例で
ある。ただし、これらのムチン糖鎖におけ
る血液型抗原の発現率は消化管部位で異
なり、上部消化管ほど高く、例えば胃では
100%発現しているが、下部に行く程減少し

図１

ヒト大腸正常部位からの粘液の主成分である大腸ムチン (HCM) に結合する
糖鎖の化学構造 （ヒト ABO 式血液型の A 型ムチンの場合）

て大腸では約 35%と低く、小腸ではその中間である。従って、大腸ムチンの糖鎖の場合は、血液型抗原の発現して
いない糖鎖の方が多く、付着部位も硫酸基やシアル酸などの可能性が増える。
2004 年、Aspholm-Hurtig らにより南米地域の血液型 O 型の胃がん患者より単離した Helicobactor pylori（ピロ
リ菌）は，胃ムチンの糖鎖構造を特異的に認識・結合・罹患していることが報告され、衝撃を与えた 6)。このピロリ
菌は，ヒトABO 式血液型の O 型抗原決定基である H 抗原：２糖糖鎖構造 (Fuc α1-2Gal-) を特異的に認識して結
合する「BabA」というアドヘシン（細胞接着因子タンパク質）を細胞表層に装備していた。アドヘシンは、一般には
一定の化学構造をしている糖鎖を認識するレクチンまたはレクチン様タンパク質であると推定されている。さらにピロ
リ菌では、細胞表層に「ウレアーゼ」という尿素からアンモニアを生産し、胃内での低 pH 環境下でも生存するため
に必須の酵素を細胞表層に発現しているが、この酵素は実は胃上皮に結合するアドヘシンとしての機能も有する。ま
た、シアル酸に結合するアドヘシンとして ｢ SabA ｣ も知られている。したがって、ピロリ菌では細胞表層に少なくとも
３種類の細胞接着分子としてのアドヘシン（BabA、SabA とウレアーゼ）を同時発現することで、宿主のヒト胃内の血
液型抗原を受容体として確実な付着結合性を獲得し，感染を確実なものとして、その後の細胞内侵入を約束する重
要な役割を担っている。
また、高齢者施設内での集団食中毒感染を引き起こす事故などでも広く知られるようになったノロウイルス
(Norwalk virus) は、ピロリ菌と同様にヒト血液型抗原を認識して結合・感染することが確認されており、病原性細
菌の持つヒトへの分子レベルでの感染機構が明らかになりつつある。

ヒト ABO 式血液型抗原を認識結合する新しい乳酸菌の発見
最近、著者らはヒトABO 式血液型抗原を認識して結合する腸管付着性を持つ、プロバイオティクスを多数発見し
た。著者らは、これまでヒト腸管付着性の高いプロバイオティクスを選抜するマススクリーニング法の開発を行って来
た 7,8)．ラット大腸ムチン糖鎖は、ヒト大腸ムチンの結合糖鎖に構造が近いために、大量のラット腸管から大腸ムチン
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を取り出し，それをビーズやマイクロプレー
ト表層に塗布して、乳酸菌との結合性を検
討していた。最近では、東北大学医学系
研究科より大腸がん患者の切除手術時に得
られる大腸正常部位が分譲され、同組織
からの大腸粘液より調製した「ヒト大腸ム
チン (Human colonic mucin: HCM)」を用い
ての付着性検討試験が可能となった。つい
で、付着性を検討する機器として、表面プ
ラズモン共鳴 (SPR) を原理とする２成分間
の相互作用を測定する生体バイオセンサー：
「BIACORE
（ビアコア）
」を導入した．また，
ヒト血液型抗原糖鎖を人工的に結合させた

図２

プラズモン表面共鳴 (SPR) を利用して２成分間の相互作用を測定する
バイオセンサー BIACORE 1000 による分析概要

ネオ糖タンパク質や糖鎖プローブなどを用い
て、詳細な結合部位の検討が可能となった
（図２）9,10)。
BIACORE センサーチップ上のデキストラ
ン層の末端カルボキシル基と，血液型別に
精製したヒト大腸ムチンのタンパク質部分の
アミノ基との間でペプチド結合を作り、ムチ
ンを固定化した。ついで、検証したいプロ
バイオティクス菌体の懸濁液を流し、相互の
付着性を検討した。この実験系では、セン
サーチップを疑似ヒト大腸粘膜と考え、管
腔内で腸管微生物が移動する自然な実験系
を構築することが出来た。付着性のある物
質（菌体やタンパク質）はセンサーグラム上
に付着性を示す数値（RU 値）で表示され、

図３

「A 型乳酸菌」と同定された Lactobacillus crispatus JCM8878 株における
BIACORE センサーグラム

A 抗原３糖糖鎖により高い結合性を示すプロバイオティクスを多数選抜することができ、
「A 型乳酸菌」と命名した。
図３には、その一例である L.crispatusJCM8778 株の例を示した。同様に、B 抗原３糖糖鎖および H 抗原２糖糖鎖
に結合性の高い乳酸菌を、それぞれ B 型乳酸菌および O 型乳酸菌とした。しかし、例えば A 抗原に 100％結合し、
B 抗原には結合性がゼロという菌体はほとんど存在せず、A および B 型に共に結合性を示す菌体が多く認められた。
また、一般に O 型乳酸菌は存在比が非常に少ない傾向にあった 11-14)。
著者らは、プロバイオティクスにおいて血液型糖鎖を認識するアドヘシンの特定を試みた。その結果、A 型乳酸菌
として選抜された L.brevis OLL2772 株では、その細胞表層タンパク質はほぼ単一成分であり、そのアドヘシンは
17
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クローニングの結果「S-layer protein : SlpA」と同定された。本来 S-layer protein は、乳酸桿菌の形態を安定化さ
せる細胞表層の最外層構造に存在する規則的に配列したタンパク質であり、二次元結晶配列として会合する成分であ
る。SlpA がムチン糖鎖を認識・結合するというレクチン様活性を持つという知見は、初めてであった 11)。
さらに、最近「A/B 型乳酸菌」として選抜された L. plantarum LA318 株では、細胞表層に「グリセルアルデヒ
ド 3- リン酸脱水素酵素 (GAPDH)」(EC 1.2.1.12) が存在し、これが血液型糖鎖抗原の認識結合性を有するアドヘ
シンであると同定された 15)。本来この GAPDH は解糖系の第６ステップに関する分子量 37kDa のグリセルアルデヒド
3- リンの変換を触媒する酵素であり、解糖系での重要な役割を細胞質内で果たしているが、それが本菌の細胞表層
に存在し、ムチン糖鎖との結合性を有して腸管付着性に関与することは新知見であった。
さらに、乳酸菌の細胞表層には各種の ABCトランスポーターが存在するが、東京農業大学の研究グループにより、
ブタ腸管起源の L.reuteri104R の細胞表層に存在する MapA(Mucus Adhesion Promoting Protein) が ABCトランス
ポーターの構成要素の１つであるシステイン結合タンパク質であり、ヒト腸管上皮細胞株である Caco-2 を用いた実験
で結合性を確認した。MapA は、Caco-2 細胞の表層に発現する Annexin A13 と Paralemmin という膜タンパク質と
の結合性が観察され、従来知られていたコラーゲン結合性に加えて複数の成分に対して柔軟な選択性により定着し
ている可能性を示唆した 16)。最近、著者らも L.mucosae ME-340 の菌体表層から同様な ABCトランスポータータン
パク質（システイン結合型）を単離して同定した 17)。
図４に示した様に、著者らの検討では、
プロバイオティクスとしての乳酸菌では、と
くに 乳 酸 桿 菌 に お いて S-layer protein、
GAPDH および ABCトランスポーターなど
の各種タンパク質がアドヘシンとして細胞
表層に存在し，本来の機能性とは全く異な
った腸ムチン糖鎖付着性という性質を保有
しているようである。関西大学の研究グル
ープによると、例えば Lactococcus Lactis
IL1403 株の細胞表層には 16 種類のタンパ
ク質をプロテオーム解析で同定したところ、
全てが細胞質内に存在するタンパク質成分
であったという驚くべき報告 18) もある。細
胞質内のタンパク質が何らかの原因で菌体

図４

これまで明らかにされた血液型乳酸菌の細胞表層から単離同定された
３種類のアドヘシン（細胞接着因子）

外に出て、細胞表層に止まり、腸管付着性に関与していることは全く新しい知見であった。さらに新規なアドヘシン
の発見は当然予想されており、運動性のない乳酸菌における病原性微生物には見られない特殊な乳酸菌のヒト腸管
付着戦略の解明が待たれている 19)。

培養法と非培養法におけるプロバイオティクスの存在比の違い
メタゲノム解析などの最近の遺伝子レベルでの研究により、自然界の微生物の中には人工的に培養できないものが
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沢山存在することが示唆され、
「難培養性微生物」(uncultured bacterium) と呼ばれている。メタゲノム解析は、従来
の「培養法」ではなく、菌体の培養を一切介せず、糞便中の全ての DNA を抽出してから微生物遺伝子のみが増幅
できる DNA プライマーを使用して PCR 法を用いて微生物種を検索する新しい分析方法であり、
「非培養法」とも呼
ばれている。2010 年３月の Nature 誌には、メタゲノム配列で作成したヒト腸内微生物の遺伝子カタログが掲載され、
従来の培養法の結果を根底から書き換える内容を持っていた 20)。すなわち、ヒト腸管微生物の数は 100 種類ではな
く、少なくも 1000 〜 1150 種類は存在すること、菌数はヒト体細胞数の２倍ではなく約 150 倍は存在すること、また
1000 種類の中でも約 160 種類の菌種についてはヒト個体が異なっても共通性が高いこと、などが判った。とくに注
目された事実は、共通性の高い 160 種類に菌体の中の上位 57 種はバクテロイデスやファーミキューテスが主たる構成
菌種であり、従来プロバイオティクスの代表として考えられて来た乳酸桿菌やビフィズス菌はほとんど存在しないこと
は衝撃的であった。この事実は、従来の培養法の結果と比較して大きく異なっていた。しかし、この科学的事実は、
我々にヒト腸管を正常に保つプロバイオティクスの存在が少ないがために、ストレスなどで常に減少傾向にあり、日々
の生活で大切に増やす方向性で努力することの大切さを教えていた。

有害菌の消化管粘膜への接着を阻害するプロバイオティクス
著者らは、最近ヒト大腸正常部位の組織より直接粘液を集め、腸管粘液層に強く結合している腸管系乳酸菌を「培
養法」により単離し、その多くを同定することができた。おそらく、遺伝子レベルによる非培養法での存在菌の検
討では、また全く異なった同定菌種の結果が得られるだろうが、多くの既知乳酸桿菌が単離できた。この手法では
L.plantarum などが比較的多く単離同定され、従来の糞便からの培養法で単離した菌株結果とは大きく異なっており、
糞便から単離する菌体の分離法より、腸管粘液からの直接採取法はより付着性の高い菌種および菌株を取得できる
ことが判った。
これらの菌株の BIACORE 解析により、ヒト大腸ムチン糖鎖に結合性の高い乳酸菌の単離を試み、A 型抗原に
結合性の高い乳酸菌に加えて、ヒト大腸組織に強固に結合する一般細菌を単離し、その中で A 型抗原付着性の高
い菌を選抜した。A 型抗原付着性の病原菌モデルとして、Staphylococcus epidelmidis, Staphylococcus capitis およ
び Escherichia coli を選び、それらと A 型乳酸菌の代表として L.gasseri OLL2772 を同時に、A 抗原糖鎖に対して
の結合性を検討し、最大で 55％の競合阻害率を得ることができた。この結果は、腸管系病原菌とプロバイオティク
スのヒト腸管内で結合する糖鎖部分が共通している場合には、その付着性を競合阻害により制御できる可能性を強
く示唆していた。
慈恵医科大学の研究グループは、潰瘍性大腸炎 (UC) などの腸疾患の原因の一つに、特定の病原性細菌の関与
を指摘している。UC の原因菌の一つには、従来より Bacteroides 属細菌の関与が推定されており、同菌の分泌す
る過剰なコハク酸により腸管上皮細胞がアポトーシスなどの細胞死を招くとされる。研究グループでは、原因菌の
一つに Fusobacterium varium（バリウム菌）があり、これらが過剰の酪酸を分泌することで腸管上皮細胞の細胞死
（アポトーシス）を招き、また菌体が上皮細胞質中に侵入することで免疫系に刺激を与え、炎症性サイトカインである
IL-8 などを出させることで、総合的に腸管上皮細胞が潰瘍性の炎症を起こす機構を推定している（図５）
。また、ピ
ロリ菌の除菌を参考にして抗生物質を投与することで UC の炎症を大幅に抑える新しい療法も提案し、注目されてい
る 21)。しかし、これらのヒト腸管付着性については不明の点が多かった。
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著者らは同研究グループとの共同研究を
行い、実際に UC 患者より単離されたバリ
ウム菌２菌株を用いて、ヒト大腸ムチン結合
性糖鎖に対しての BIACORE 解析を行った
ところ、とくに A 型および B 型の血液型抗
原に強い結合性を示した（図６）
。この事実
は、バリウム菌よりも腸管付着性の高い血
液型乳酸菌を使用することにより、腸管か
ら有害なバリウム菌を競合排除できる可能
性を示唆しており、将来的にこの様な予防
や治療法などは抗生物質を使用しない全身
的ではなく、局所的にピンポイント的に効果
を発揮するプロバイオティック乳酸菌の応用

図５

潰瘍性大腸炎 (UC) の原因菌の一つとしての Fusobacterium varium
( バリウム菌 ) の潰瘍発生までの推定機構

的な使用例として大いに期待されるところで
ある。また、ごく最近では、in vitro の実
験であるが、UC 患者より単離されたバリウ
ム菌を、著者らが単離した血液型乳酸菌を
用いることでその約 80％を競合排除できる
ことを示し、UC の血液型乳酸菌による予
防だけでなく、治療などにも応用可能であ
る可能性も示唆されて注目されている 22)。
また，炎症性腸疾患では，正常な腸管
上皮細胞が壊れ、細胞質や細胞骨格タンパ
ク質が露出している腸内環境が考えられる。
この様な上皮細胞では、細胞外マトリック
ス (ECM) の構成成分であるコラーゲン、フ
ィブロネクチン、ラミニンなどが露出し、そ
れらの分子に付着・増殖する有害菌が問題

図６

バリウム菌の示す高いヒト大腸ムチン糖鎖に対する付着性

となるだろう。フィブロネクチンは腸管上皮細胞の表面に存在し、コラーゲンと結合しやすい性質から、基底膜と上
皮細胞を結びつける仲介役である。通常、健康な状態ではこれらの ECM が腸管内に露出したり流出することはな
いが、炎症を起こしている腸管部位では、病原菌が付着し宿主に悪影響を及ぼすことが知られている。ECM に結
合性を示すプロバイオティクスも多数報告されているので、これらを利用することで糖鎖結合性とはまた異なった視点
から、IBD の治療などが将来的に可能になるかもしれない。
謝辞 本研究は独立行政法人日本学術振興会からの科学研究費助成金 ( 基盤 B-22380114) により実施しました。
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全体で 3 界となった。19 世紀末から 20 世紀初頭

1. 乳酸菌とは

には、パスツールとコッホという偉大な 2 人の微
生物学者が現れ、微生物の研究の黎明期を支えた。

「 乳 酸 菌（lactic acid bacteria, LAB）
」 は、 ブ

パスツールは生物の自然発生説を、見事な実験に

ドウ糖（グルコース）などの糖質を分解利用（発

より否定してみせた。いわゆる「白鳥の首フラス

酵）して、多量の乳酸という有機酸を生産する細

コ実験」であり、ヨーロッパでのキリスト教思想

菌の総称である。すわわち、乳酸菌という名称は

で長い間信じられてきた微生物の起源が、自然に

慣用名であり、分類学上の名称ではない。牛乳タ

発生するのではなことを証明してみせた。また、

ンパク質でカゼインというと、リン酸化され遺伝

パスツールは 1857 年に乳酸菌（当時は乳酸酵母

的変異体も含めると約 30 種類位からなるカゼイ

と考えた）を発見し、その 18 年後にリステル（リ

ンタンパク質の総称であることに似ている。乳酸

スター）が酸乳の希釈を繰り返して乳酸菌（現在

菌は、古くより人間の生活に深く結びついた微生

の Lactococcus lactis）の分離に成功した。パスツ

物であり、冷蔵設備の全くない時代より食品の保

ールの偉大な功績を称えて、英語の殺菌という語

存性を高め、かつ発酵による美味しさを増す食品

句は彼にちなんで Pasteurization と表記されてい

加工や保蔵を行うための有力な手段の 1 つとし

る。また、コッホは 1876 年に炭疽菌を発見し、

て、世界中で広く利用されてきた。今回は、まず

これがコレラ菌や結核菌などの重要な疾病菌の発

乳酸菌の概要を解説してみたい。

見につながった。現在でも微生物実験の間欠滅菌
に重要なコッホの蒸気釜は、この彼の発見にちな
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乳酸菌の分離とその分類

オランダのレーベンフックは、17 世紀（1677

んでいる。1899 年になり、ティッセにより母乳
栄養児の糞便よりビフィズス菌が発見された。

年）に顕微鏡を発明し、それまで存在が確認でき

1880 年から 1900 年代にかけては、沢山の乳酸

なかった微生物を初めて発見したことは極めて有

菌が分離培養により単離された。1887 年、ペト

名である。人類にとって、初めて微生物を目の当

リは液体培地の固化にゼラチンを加えた微生物分

たりにできた歴史的な出来事であり、科学の歴史

離のための固形培地とペトリ皿を用いる培養法を

は大きな影響を受けた。これまで、動物界と植物

完成させた。1884 年には、グラムにより自然界

界に二分されていた世界観に微生物界が加わり、

の微生物を染まる（プラス）または染まらない

80

食品工業

乳酸菌の科学

（マイナス）に 2 分する「グラム染色法」が開発

は菌体の 16S リボソーマル（ribosomal）RNA 遺

された。1901 年には、オーラ・ジェンセンはグ

伝子のホモロジー解析による乳酸菌の同定が一般

ラム染色法による細菌の新しい分類体系を提唱

的となり、短時間で多くの乳酸菌が同定できるよ

し、また糖質の利用性（発酵性）を基に微生物の

うになった。

分類を試みた。この時期には、乳酸桿菌であるラ

1-2

クトバチルス・ブルガリクス、ラクトバチルス・
アシドフィルスおよびラクトバチルス・デルブリ

乳酸菌の各属

1900 年初頭から 1980 年頃までの期間は、乳酸

ュッキーなどが分離された。

菌 は わ ず か 4 つ の 属（Leuconostoc, Pediococcus,

1910 年代には、糖質の発酵の最終生産物の違

Streptococcus, および Lactobacillus）から構成され

いにより、乳酸菌が乳酸だけを生成するホモ乳酸

ていた。しかし、1980 年代以降には、乳酸菌の

発酵と、乳酸以外にも酢酸やエタノール、二酸化

成分を同定の根拠とする化学分類学的手法の導

炭素（炭酸ガス）などを生産するヘテロ乳酸発酵

入、さらには遺伝学的な分類手法の導入により、

とに分けることが提案された。また、このような

新たな菌種や菌属の発見や新しい分類体系などの

発酵形式を踏まえた新しい分類体系も 1930 年代

提案が相次いでなされ、その結果現在では実に

には提案された。その後、ロゴサやシャープなど

30 を越える属が報告されている。これらの主要

多くの微生物研究者により、乳酸菌の生理学的特

な 10 属について、表 1 にそれらの名称と学名お

徴も加味した新しい分類法が提唱され、1960 年

よび特徴を示した。その他の 20 属の乳酸菌につ

代にはほぼ乳酸菌の分類体系は確立したと考えら

いては割愛した。

れる。

現在の 30 属に分類される乳酸菌の中で、最大

現在では、これまでの細胞の形態や糖類の発酵

規模である 140 もの菌種で構成されているのが、

性などの生化学的な特徴に加えて、菌体を構成す

ラクトバチルス（Lactobacillus）属である。1986 年

る成分の相違による分類が行われ、さらに最近で

の Bergeyʼs Manual of Systematic Bacteriology

表 1 乳酸菌の各属の名称と学名1）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

属 名
ロイコノストック
ストレプトコッカス
ラクトバチルス
ペディオコッカス
メリソコッカス
エンテロコッカス
トリココッカス
ラクトコッカス
カルノバクテリウム
バゴコッカス

学 名
Leuconostoc
Streptococcus
Lactobacillus
Pediococcus
Melissococcus
Enterococcus
Trichococcus
Lactococcus
Carnobacterium
Vagococcus

特 徴
ヘテロ型乳酸発酵（ヘテロ発酵）の球菌
6 群に分けられる
140 種以上で構成される乳酸菌最大の属
4 連球菌、ホモ型乳酸発酵（ホモ発酵）
ヘテロ発酵
単球、連鎖球菌、ホモ発酵
フィラメント状、ヘテロ発酵
長めの球状、ホモ発酵
0℃あるいは 2℃での生育が特徴
運動性有り、ホモ発酵

（その他現在では残り 20 の属があるが、割愛）

表 2 ラクトバチルス属の発酵形式によるグループ分け
グループ名
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

2013 ― 12. 30.

発酵形式
絶対ホモ型
発酵
通性へテロ型
発酵
絶対へテロ型
発酵

FDP
アルドラーゼ

グルコース
から CO2

グルコン酸
から CO2

ペントースの
発酵

ホスホケ
トラーゼ

＋

−

−

−

−

＋

−

＋

＋

＋

−

＋

＋

＋

＋
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第 2 巻では、胞子を作らない乳酸桿菌の中で唯一

ち、過酸化水素を分解する珍しい特性を示す。ま

の属であり、発酵形式により 3 つのグループⅠ、

た、エンテロコッカス（Enterococcus）属は、単

Ⅱ、Ⅲに分けられている。その概要を表 2 に示し

球または連鎖球菌でホモ型乳酸発酵である。起源

た。グループⅠは絶対ホモ型発酵であり、解糖系

は糞便や消化管内容物から分離されることが多

の酵素系だけを有する。グループⅡでは、通性へ

く、腸内細菌として Enterococcus faecalis（フェ

テロ型発酵でホモ型、ヘテロ型両方を示す。そし

カリス）菌は有名である。また、ラクトコッカス

てグループⅢでは、絶対ヘテロ型発酵でグルコー

（Lactococcus）属は、ホモ型乳酸発酵菌である。

スから CO2 の生産とペントースリン酸経路の代

単球または連鎖状であるが、長めの球状（coccoid）

謝系を持っている。

の形態をとる。チーズの発酵スターター乳酸菌と

その他の重要な属としては、ロイコノストック

して熟成型チーズ製造に必須の菌として有名であ

（Leuconostoc）属は、絶対へテロ型発酵の球菌で

る。ある種の菌株は、抗菌性ペプチドであるナイ

あり、ブドウ糖から乳酸、CO2、エタノールを生

シン（Nicin）を生産し、チーズ製造時の危害菌

成する。生成乳酸の光学異性は D 型である。代

であるリステリア菌などの生育を抑制する。

表的な菌種には Leuconostoc mesenteroides があり、

現在の乳酸菌と考えられる属数は 30 であるが、

デキストランを菌体外に生産するので有名であ

将来的にさらに研究が進展すれば、分類は変化し

る。ストレプトコッカス（Streptococcus）属は、

さらに新しい菌種や菌属の追加が行われ、分類体

6 つの群（発熱溶血性、口腔、腸管、酸、嫌気性、

系はさらに増加することが予想されている。

その他）に分けられている。口腔、人畜、臨床試

乳酸菌の構造と成分

料などから主として単離され、発熱性の代表は

1-3

Streptococcus pyogenes が有名であり、β溶血性で

細菌の単離と同定などの作業に、細胞の形態観

あ る。 口 腔 か ら の 虫 歯（ う 蝕 ） 原 因 と し て

察とグラム染色による顕微鏡観察は必ず行われ

Streptococcus mutans が有名である。また、ペデ

る。乳酸菌では、例外として Weisella 属などでは

ィオコッカス（Pediococcus）属は、4 連球菌（tetrad）

球菌と桿菌の菌種が含まれているが、通常は 1 つ

を形成するホモ型発酵の球菌であり、ビール、酒

の属では球菌か桿菌のいずれか一方の細胞形態を

もろみ、サイレージ、発酵茶、チーズ、発酵ソー

と る。 例 え ば、Lactococcus 属 は 球 菌 で あ り、

セージなどから分離され、ビールやワインにおけ

Lactobacilllus 属では桿菌である。後述するが、ヨ

る変敗菌として有名である。一部の菌株では、活

ーグルトには 2 種類の乳酸菌を組み合わせて発酵

性中心にヘムをもたないシュードカタラーゼをも

させるが、この際に用いるブルガリア菌とサーモ

ブルガリア菌
（Lactobacillus
delbrueckii subsp.
bulgaricus）

サーモフィルス菌
（Streptococcus
thermophilus）
（雪印メグミルク
（株）撮影）

図 1 ヨーグルトに見られる乳酸球菌と乳酸桿菌
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アドヘシンなどの
表層タンパク質

莢膜性多糖

S-layer
タンパク質
（SlpA）

テイコ酸

ペ
プ
チ
ド
グ
リ
カ
ン

リポテイコ酸

脂
質
二
重
層
図 2 乳酸菌などのグラム陽性菌の細胞表層構造

フィルス菌はそれぞれ桿菌と球菌（連鎖球菌）で

細胞表層には、これらの細胞壁成分に加えて、

あり、共に共生関係にある（図 1）
。また、乳酸

各種のタンパク質が存在している。菌体表層のタ

菌は運動性がないので、一般的に鞭毛は存在しな

ンパク質は、細胞壁や細胞膜に共有あるいは非共

い。しかし、線毛は見出されており 1970 年代に

有結合により固定されている。また、細胞表層に

は、口腔由来の Streptococcus 属分離株で初めて

は S-layer と呼ばれる規則的な結晶構造を形成す

報 告 さ れ て い る。 そ の 後、Enterococcus faecalis

るタンパク質がある。ある種のタンパク質はヒト

や Lactobacillus 属の分離株で観察されている。

腸管ムチンに特異的に結合することにより、腸管

乳酸菌はグラム染色で染色されるグラム陽性細

付着性に関与していると考えられている。これら

菌であるので、脂質二重層からなる細胞膜を覆う

の細胞接着性タンパク質を「アドヘシン」と呼

細胞壁は厚いペプチドグリカン（PG）層に覆わ

ぶ。アドヘシンには、S-layer タンパク質に加え

れている。このペプチドグリカン層には、二次的

て、細胞質内のタンパク質（グリセルアルデヒド

な細胞壁成分である、テイコ酸、リポテイコ酸、

-3-リン酸デヒドロゲナーゼなど）も知られてい

菌体外多糖としての莢膜性多糖などが存在してい

る。これらのタンパク質は菌体が合成して分泌し

る。グラム陽性菌の表層構造の模式図を図 2 に

ているというよりは、細胞質内タンパク質の中で

示した。ペプチドグリカンは、菌種により多様性

とくに電荷に富む成分が、イオン結合などにより

が認められるが、主に糖質の連なったグリカン鎖

細胞表層に留まったのではないかと考えられてい

と、これを結びつける（架橋する）短いペプチド

るが、その機能などについての詳細は不明である。

の網目構造からなっている高分子量多糖体であ
る。 グ リ カ ン 鎖 は、N- ア セ チ ル グ ル コ サ ミ ン
（GlcNAc）と N-アセチルムラミン酸（MurNAc）

1-4

乳酸菌の分離・培養・保存

乳酸菌は、適切な栄養培地での混釈寒天平板法

がβ 1-4 結合で交互に連結した高分子多糖から成

を用いて、容易にコロニー（菌塊の集落）を形成

る。ペプチド鎖は、MurNAc に L-アラニンの N-

する。乳酸菌は酸素が多少存在していても生育す

末端で結合しており、D-グルタミン酸や D-アラ

る「通性嫌気性菌」が多いので通常の培養でも生

ニンが含まれることが特徴である。テイコ酸は、

育するが、より酸素の少ない条件下の方が培養は

ペプチドグリカンと共有結合することで存在す

適している。また、市販のガスパックなどの嫌気

る。リポテイコ酸は脂質アンカーで細胞膜に留ま

培養システムを用いた嫌気的条件下や、二酸化炭

っており、細胞壁の疎水性に大きく関与する成分

素によるガス置換により、嫌気度を高めることで

である。

初めて生育させることのできる乳酸菌もある。ビ

2013 ― 12. 30.
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フィズス菌などは、より「偏性嫌気性菌」である

けて用いる。乳酸菌（とくに乳酸桿菌）の培養に

ので、さらに嫌気度を高めないと培養できない。

は、一般には市販 MRS 培地（開発した de Man、

乳酸菌を分離する試料は、動物由来、植物由来

Rogosa および Sharpe の 3 氏の氏名の頭文字を

および腸管や糞便由来などあるので、それらの起

とって命名された）が、広く使用されている。乳

源により、それぞれの生育環境に適した分離条件

酸菌（とくに乳酸球菌）には、M-17 培地がよく

の検討が必要である。例えば動物由来の乳酸菌の

使用される。また、植物由来の乳酸菌には GYP

場合は、培養温度を温血動物の体温に近い 37℃

培地が、腸管由来の乳酸菌には BL（glucose-blood

にしたり、分離培地に乳（スキムミルク）などを

liver）培地が、発酵乳由来の乳酸菌には食品衛生

用いる。植物由来の乳酸菌には、糖源に果糖（フ

法の公定培地である BCP 加プレートカウント寒

ルクトース）を加えると生育性が高まるし、腸内

天培地が、ビフィズス菌には GAM 培地などがよ

細菌には高度の嫌気性や選択性培地の選択が求め

く使用される。牛乳で培養できる乳酸菌にはスキ

られる。分離培地に炭酸カルシウム（CaCO3）を

ムミルク（脱脂乳）培地を用い、適時 0.5%グル

入れた場合、乳酸菌のコロニーの周辺では、生産

コースや 0.3%酵母エキスを添加すると生育性が

された乳酸より白色試薬が溶解した結果、透明環

高まる。また、乳酸菌にはトマトジュース中の生

（クリアーゾーン）を形成するので菌体を単離す

育因子を加える場合や、NaCl を 5 〜 10%添加して

る際の目安となる。また、分離の際には他の雑菌

pH を 8.0 と高めに調整することが有効な場合が

などの生育を抑えるためにシクロヘキシミド、カ

ある。培養温度は、一般的に 30 〜 37℃であるが、

ビサイシンやアジ化ナトリウム（NaN3、チッカ

その前後の 20℃や 40℃が良い場合もある。培養

ソーダ、劇物）を 10ppm 程度添加する場合があ

時間も一般的には 24 時間以内であるが、48 時間

る。分離株が乳酸菌であるかどうかは、グラム染

やそれ以上必要な場合もある。

色、カタラーゼ反応、胞子形成、運動性や乳酸生
成の確認などを行う（表 3 参照）
。

乳酸菌の保存には、継代培養法、凍結保存法、
および凍結乾燥保存法などがあり、それぞれの用

乳酸菌の培養では、アミノ酸、ビタミンおよび

途に応じた、菌株の保存方法がある。
「継代培養

無機質などに栄養要求性があり、一般の細菌より

法」は、乳酸菌の短期保存に適している。すなわ

は生育に多くの栄養成分を必要とする。培地に

ち、一般乳酸菌用培地に生成した乳酸の中和用と

は、液体培地と寒天を加えた半流動培地や固形培

して沈降性 CaCO3 を 1%、および寒天を 1.5%添

地があり、それらを分離の際や保存の際に使い分

加して培地を作成する。菌体を白金線で試験管の

表 3 乳酸菌の同定法（一般的な方法）1）
同定項目
形態観察

概
要
球菌か桿菌かの顕微鏡観察、メチレンブルー染色後、
1,000‑1,500 倍の油浸観察
グラム染色
グラム染色陽性か陰性かの判定
胞子形成
一般的には胞子（芽胞）は持たない
乳酸の生成
消費糖に対して 50%以上の乳酸を生成、HPLC で同定
カタラーゼ
一般的には陰性
運動性
一般的には運動性は持たない、鞭毛染色は陰性
発酵形式
ホモ発酵かヘテロ発酵かを判定、ホモ発酵は乳酸のみ、
ヘテロ発酵は乳酸、エタノール、二酸化炭素を生成
生育温度
45℃および 15℃での生育の有無
糖類発酵性
市販の同定キット API50CHL で 49 種類の糖資化性を
検討
生成乳酸の立体異性 L 乳酸、D 乳酸、DL 乳酸（ラセミ体）の生成の判定
耐塩性
NaCl 濃度 0‑20%の生育に及ぼす影響
生育 pH
初発の pH が酸性、中性、アルカリ性で生育性を検討
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底に到達するまで刺し（線刺）、至適温度におい

バイブル的な分類学書である Bergeyʼs Manual of

て 2 〜 7 日間培養し、乳酸菌の生育を確認（目視）

Systematic Bacteriology（バージェイズマニュア

してから 4℃の冷蔵庫で保存する。この方法では、

ル）の第 2 巻および The Prokaryotes（プロカリ

通常 2 〜 3 カ月は保存可能である。また「凍結保

オーテス、原核生物）第 2 版に準じて行う。また、

存法」は、中期保存が可能である。すなわち、乳

新菌種は、微生物分類の専門誌である International

酸菌を液体培地で生育させた後、遠心分離により

Journal of Systematic and Microbiology（IJSM）誌

無菌的に菌体を集め、滅菌した 10%スキムミル

に掲載されることが多いので、本誌を参照して同

クや 10%グリセリン溶液に懸濁し、−80℃の極

定を行う。同定を行う際に基本的に広く行われて

低温冷凍庫（ディープフリーザー）で保存する。

いる各種の性質の調べ方については、簡単に表 3

この方法で 1 〜 5 年は保存可能である。しかし、

に示した。また、さらに一歩進めて詳細に乳酸菌

−20℃前後の温度は乳酸菌に最も障害のある温度

を同定する方法は表 4 に示した。

であるので、凍結する際にはこの温度域に長時間

とくに、最近の遺伝子解析は進展が著しい。現

置かないことが肝要である。また、「凍結乾燥法」

在では、細菌の 16S rRNA 遺伝子の塩基配列が

は、長期保存に適している。乳酸菌を適当な液体

分類同定の標準法として利用されている。乳酸菌

培地で培養後、遠心分離で菌体を無菌的に集め、

から抽出した DNA を鋳型にして、ユニバーサル

1%グルタミン酸ナトリウムを入れた 10%スキム

プライマーを用いて PCR 法により 16S rRNA の

ミルク溶液に懸濁し、これをガラス製のアンプル

増幅を行う。得られた PCR 増幅産物をシーケン

チューブに少量入れて−80℃で凍結後、凍結乾燥

サーによりその塩基配列を解読し、GenBank や

し、真空のまま溶封（首部を炎で溶かして封印）

DDBJ などの DNA データバンクに登録されてい

する方法である。この方法では実に 30 年以上長

る 16S rRNA 遺 伝 子 の 塩 基 配 列 デ ー タ と の

期保存が可能と考えられている。この方法は、多

FASTA 解析を行う。この時、得られた相同性の

くの公的な菌株保存機関で利用されており、申請

数値が「97%未満」であれば、2 つの菌株は別の

者の申請に応じてアンプル体を送付している。

菌種である可能性が極めて高いと判断する。すな
わち、98%以上であれば、同一の菌種と判定する

1-5 乳酸菌の同定法

のである。また、近縁な菌種の配列を合わせて、

乳酸菌の同定とは、動物、植物、および腸管な

近隣結合法（Neighbor-Joining method）を用い

どの異なった起源から分離し、名前（属名と種

た系統樹解析により、近縁種との遺伝学的な距離

名）の判らない乳酸菌が、既存の乳酸菌のどれに

を求めることも可能となる。

該当するかを決めることである。同定は、細菌の

その他の乳酸菌の同定方法には、乳酸脱水素酵

表 4 乳酸菌の同定法（特殊な分析）1）
同定項目
細胞壁の成分分析

概
要
ペプチドグリカンの構造解析、とくにメソジアミノピメリン
酸（meso-DAP）の有無が重要
DNA の GC 含量
G と C のモル組成を検討、乳酸菌は約 30-55%の範囲
DNA の相同性
70%以上の相同性を持つ菌群を同一菌種と考える
遺伝子解析
16S rRNA 遺伝子の塩基配列を検討、得られた配列情報を
GenBank, DDBJ などの DNA データバンク情報と FASTA
解析を行う。相同性が 97%未満であれば別菌種の可能性が
高いと判断。近隣結合法の系統解析により近縁種との遺伝的
な距離も求められる。
酵素の電気泳動解析 乳酸脱水素酵素（LDH）の D 体と L 体を電気泳動で検討
菌体脂肪酸組成
細胞膜の脂肪酸パターンが直鎖型、乳酸菌はシクロプロパン
酸を持つのが特徴。
2013 ― 12. 30.
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素（LDH）が分類学的によく利用されている。

ブドウ糖（グルコース）

この酵素は乳酸の光学異性体 D（‑）および L（+）

菌体外

ご と に 存 在 し、 そ れ ぞ れ D- 乳 酸 脱 水 素 酵 素

パーミ
アーゼ

（D-LDH） お よ び L- 乳 酸 脱 水 素 酵 素（L-LDH）

PETPTS

細胞膜
菌体内

として存在する。酵素タンパク質の電気泳動終了

グルコース

後に、補酵素（NAD または NADH2）の存在下
で活性染色を行い、本酵素バンドの移動度により

グルコース-6P

EMP経路

菌種の識別を行うものである。
フルクトース-6P

さらに他の乳酸菌の同定方法には、菌体の脂肪
酸組成を調べる方法がある。一般に、グラム陽性

フルクトース-1,6P

細菌の菌体脂肪酸は、ほとんどが細胞膜の構成成
分であり、脂肪酸パターンは分岐型、直鎖型、お
よび複合型の 3 タイプに分かれる。乳酸菌の細胞

グリセルアルデヒド-3P

ATP

膜を構成する脂肪酸は直鎖型に属し、菌体脂肪酸
は飽和およびモノ不飽和脂肪酸が主成分である。
また菌体脂肪酸にシクロプロパン酸が存在し、グ

ホスホエノールピルビン酸

ATP
ピルビン酸

ラム陽性細菌の中では独特のものであり、乳酸菌
の同定に非常に役立つ。

乳酸
図 3 ホモ乳酸発酵による乳酸の生成

1-6

乳酸発酵による乳酸の生成のしくみ

乳酸菌は、ブドウ糖（グルコース）などの糖質

り、嫌気的な発酵経路である。ホモ発酵では、ピ

を分解利用してエネルギーを取り出し、その代謝

ルビン酸が脱カルボキシル化されずに D-または

して生成する最終産物により 2 つのグループに分

L-乳酸脱水素酵素により乳酸に還元される。ホモ

けられる。すなわち、最終産物が「乳酸のみ」で

発酵する乳酸菌には、Lactococcus 属、Streptococcus

ある場合は、「ホモ乳酸発酵」
（ホモ発酵）と呼ば

属、Pediococcus 属、Lactobacillus 属の一部が含ま

れる。一方、乳酸以外にも酢酸やアルコール、

れる。とくに、Lactobacillus 属の中でもアシドフ

CO2 などを最終産物として生成する場合には「ヘ

ィルス菌やブルガリア菌やヘルベティクス菌など

テロ乳酸発酵」
（ヘテロ発酵）と呼ばれる。

は「偏性ホモ乳酸発酵菌」としてグループ化され

ホモ発酵を行う乳酸菌では、ブドウ糖からほぼ

ている。また、ホモ乳酸菌はブドウ糖濃度や pH

100%近い収率で乳酸を生成し、ブドウ糖 1 モル

あるいは環境によりヘテロ乳酸発酵を行う点は、

から最終的には、2 モルの乳酸と 2 モルの ATP

とくに注意が必要である。

（アデノシン 3 リン酸）という高エネルギー化合
物に変換する。反応式で表すと、

一方、ヘテロ発酵を行う乳酸菌は、乳酸以外に
はアルコール、CO2、酢酸などを生成する。反応
式で表すと、

C6H12O6
（ブドウ糖）

→

2CH3CH（OH）
COOH + 2ATP
（乳酸）

となる。ホモ発酵の概要は図 3 に示したが、菌体
に取り込まれたブドウ糖は、解糖経路（Embden-

COOH
C6H12O6 → CH3CH（OH）
+ CH3CH2OH + CO2
（酢酸）

Meyerhof-Parnas Pathway, EMP 経路）により代

となる。ヘテロ発酵の概要は図 4 に示したが、菌

謝される。ブドウ糖はグルコース-6-リン酸が出発

体に取り込まれたブドウ糖は、EMP 経路の代わり

物質となり、ピルビン酸が生成される。この経路

にヘキソースリン酸経路（Hexose Monophosphate

は動植物でも一般的に認められる糖代謝経路であ

Pathway, HMP 経路）により代謝される。ブドウ
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ブドウ糖
（グルコース）
菌体外
細胞膜

パーミ
アーゼ

PETPTS

菌体内
グルコース
グルコース-6P
6-ホスホグルコン酸

HMP経路

リブロース-5P + CO 2
キシルロース-5P

グリセルアルデヒド-3P

アセチルリン酸

酢酸

アセチルCoA
ホスホエノールピルビン酸

ATP

アセトアルデヒド

ピルビン酸

乳酸
図４

エタノール

ヘテロ乳酸発酵による乳酸および乳酸以外の物質の生成

糖はグルコース-6-リン酸が出発物質となるが、6-

野では重要である。

（2 月 28 号につづく）

ホスホグルコン酸となり HMP 経路を経てキシル
ロース-5-リン酸からヘテロ発酵菌に特徴的なホス
ホケトラーゼという酵素によりグリセルアルデヒ
ド-3-リン酸（GAPDH）とアセチルリン酸になる。
前者から EMP 経路により乳酸が、後者からは酢
酸、あるいはアセチル CoA、アセトアルデヒド、
エタノールが生成する。ヘテロ発酵では、ブドウ
糖 1 モル当たりに生成する ATP 量は 1 モルであ
り、ホモ発酵の半分の生産効率と低くなる。ヘテ
ロ 発 酵 を 行 う 乳 酸 菌 に は、Leuconostoc 属 や
Lactobacillus 属の一部の菌が含まれる。とくに、
Lactobacillus 属のカゼイ菌、プランタラム菌、ラ
ムノーサス菌は 5 単糖であるペントースも発酵で
きるので「通性へテロ乳酸発酵菌」と呼ばれる。
また、Lactobacillus 属のファーメンタム菌、ブレ
ービス菌、ロイテリ菌などはガスを産生する「偏
性へテロ乳酸発酵菌」と呼ばれる。一般に、ヘテ
ロ発酵を行う乳酸菌には、アセトアルデヒドやジ
アセチルなどの芳香成分を作り出す点で、食品分

2013 ― 12. 30.
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