
はじめに

　Hippocratesは“Death sits in the bowels”，“Bad 
digestion is the root of all evil”と述べている．こ
の言葉が示すように，腸と健康の関わりは古代
から認識されてきた．一方，ロシアのノーベル
賞学者Mechnikovは，腸内細菌が作る腐敗物質
こそが老化の原因で，それを防ぐことができれ
ば 不 老 長 寿 も 可 能 で あ る と い う 学 説（Mech-
nikovの不老長寿説）を提唱した．彼は長寿者が
多いブルガリア旅行中の見聞からヨーグルト

（乳酸菌）が長寿に有用であると唱えた．現在の
プロバイオティクスの概念が今世紀初頭に提唱
されたことになる．最近の研究によると，ヒト
の消化管には約 1,000 種，100 兆個の細菌が存
在し，腸内細菌の持つ総遺伝子数はヒトの持つ
遺伝子の 100 倍以上に上ることが明らかとなっ
た．このような背景から，腸内細菌を 1 つの臓
器として例える考え方が広まりつつある．さら
に，これまで予想されていなかった腸内細菌の

新たな機能が次々と明らかにされつつある．本
稿では，腸内細菌に関する基礎知識について解
説する．

1．ヒトはなぜ腸内細菌を備えているのか？

　エネルギーの獲得は生命の維持にとって最も
重要である．最近の研究から食物からのエネル
ギー摂取において腸内細菌が重要な役割を果た
していることが明らかになった1）．例えば，腸内
細菌がいない無菌マウスに高脂肪，高カロリー
の餌をあたえても体重の増加がみられないが，
腸内細菌を成立させると急速な体重増加がみら
れる1）．腸内細菌は，ヒトが進化の段階で獲得で
きなかったエネルギー摂取（消化）に関わる酵
素を備えており，ヒトは腸内細菌を利用して食
物からエネルギーを獲得している．腸内細菌に
より小腸のブドウ糖吸収があがるだけでなく，
食物繊維を嫌気的に発酵して酢酸，プロピオン
酸，酪酸などの短鎖脂肪酸の産生がもたらされ，
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これらが吸収されてエネルギーとして利用され
る．短鎖脂肪酸は，上皮細胞の増殖や粘液分泌
機能，水やミネラルの吸収のためのエネルギー
として利用される．酢酸は，脂肪合成の材料と
して，プロピオン酸は肝における糖新生の材料
として用いられる．酪酸は，大腸で主要な栄養
素として消費されるが，ヒストン脱アセチル化
酵素の阻害を介して遺伝子発現を調節している．

2．細菌の命名と階級

　腸内細菌を理解するうえで必要な命名規約に
ついて触れる．細菌の学名は，原則として（属
名）＋（種形容名）で構成され，ラテン語表記さ
れる．分類階級は種（species）を基準に，その
上に属（genus），科（family），目（order），綱

（class），門（phylum）と続く（表）．その上は，
3 つ の ド メ イ ン（domain）， す な わ ち 古 細 菌

（Archaea），細菌（Bacteria），真核生物（Eukarya）
で，ウイルスを除く全ての生物が網羅される．
種，属の表記はイタリック体が用いられ，科以
上の階級は通常ローマン体表記され語頭は大文
字になる．

3．ヒトの腸内細菌叢

　ヒトの消化管には 100 兆個に及ぶ細菌が存在
する2）．ヒトの便の半分以上が細菌とその死骸
からなるが，これらは無秩序に存在しているの

ではなく，各々がテリトリーを保ちながら全体
として集団を形成している．この集団のことを
腸内細菌叢（叢＝草むら）あるいは腸内フロー
ラ（フローラ＝お花畑）と呼ぶ．食物と同時に
入ってきた外来菌，特に病原菌は，その菌数が
少ない場合，常在している腸内細菌により排除
される．
　腸 内 細 菌 叢は 約 1,000 種 類 の 細 菌 か らな る
が，そのうちの 30～40 種類で全体の大半を占
めている．ヒトの唾液には 1 mlあたり 108 CFU

（colony-forming unit）の細菌が存在するが，胃
内では胃酸の存在により内容1 gあたり101 CFU
に激減する．上部小腸（十二指腸，空腸）には
胆汁や膵液が分泌されるため，十二指腸内容1 g
あたり103 CFU程度，空腸には104 CFU程度の細
菌が住み着いている．しかし，回腸に達すると
細菌は爆発的に増加し，腸内容1 gあたり107 か
ら 108 CFU，大腸では 1011 から 1012 CFUの細菌
が存在する2）（図 1）．ヒト腸内細菌の 99％以上
が，Firmicutes，Bacteroidetes，Proteobacteria，
Actinobacteriaの 4 つの門に属する3）．最も優勢
なFirmicutes門は，Clostridium cluster XIVとIVか
らなり付着細菌の 60％を占める．Clostridium 
clusterは 16S rRNAの塩基配列に基づき分子系
統的に分類したもので，cluster IVにはC. leptum
が含まれ，subcluster XIVaの代表がC. coccoides
である．Bacteroidetes門は付着細菌の約 20％を
占める．
　腸内細菌は，好気性菌と嫌気性菌（酸素があっ
てもなくても生きていける通性嫌気性菌と酸素
があると生きていけない偏性嫌気性菌）に細分
される．嫌気性菌は，酸素の還元によって生じ
たスーパーオキサイド，過酸化水素，ハイドロ
キシラジカルなどを消去する酵素を備えていな
いため，これらによるDNA（deoxyribonucleic acid）
損傷，蛋白損傷により好気性生存が不可能とな
る．健常人の大腸では，好気性菌として，エン
テロバクテリア科（Enterobacteriaceae）の大腸
菌（Escherichia coli），クレブジエラ（Klebsiella），

表　分類階級と学名

階級名 接尾語 大腸菌
ドメイン（domain） Bacteria
門（phylum） Proteobacteria
綱（class） -ia Gammaproteobacteria
目（order） -ales Enterobacteriales
科（family） -aceae Enterobacteriaceae
属（genus） Escherichia
種（species） Escherichia coli
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エンテロバクター（Enterobacter）やレンサ球菌
（Streptococcus）が検出され，通性嫌気性菌とし
ては乳酸桿菌（Lactobacillus）が優位に検出さ
れる．偏性嫌気性菌としてはバクテロイデス科

（Bacteroidaceae），クロストリジウム（Clostrid-
ium），ビフィズス菌（Bifidobacterium），ペプト
コ ッ カ ス（Peptococcus）， ユ ー バ ク テ リ ウ ム

（Eubacterium）などが検出される．
　プロバイオティクスとして用いられる乳酸桿
菌（Lactobacillus）とビフィズス菌（Bifidobacte-
rium）には異なった性格がある．乳酸桿菌は，腸
内の糖類を代謝して乳酸を産生することによ
り，自身の生存に必要なATP（adenosine triphos-
phate）を得ている．一方，ビフィズス菌はフル
クトース 6 リン酸経路によりブドウ糖を代謝し
て，酢酸と乳酸を3：2の比で産生する．ヒトの
上部消化管には嚥下による空気（酸素）が存在
する．乳酸桿菌は通性嫌気性菌であるため，酸
素分圧の高い上部小腸でも生育可能であるが，
ビフィズス菌は偏性嫌気性菌であるため，嫌気
度の高い大腸で生菌数が高い．これらの細菌に
由来する乳酸は他の細菌により代謝され，酢
酸，プロピオン酸，酪酸などの短鎖脂肪酸に誘
導される．さらに，下部消化管では食物繊維の

嫌気性菌による発酵により短鎖脂肪酸が誘導さ
れる．これらの有機酸の濃度の上昇により，大
腸の管腔内pHは 5～7 となる．酸性環境下では
ウェルシュ菌（Clostridium perfringens）などの
有害菌（悪玉菌）の増殖は抑えられ，結果とし
て乳酸菌（善玉菌）が悪玉菌を数的に凌駕する．
ウェルシェ菌は腐敗菌の 1 つで，タンパク質を
腐敗させてアンモニア，アミン，フェノール，
インドールなどの有害物質を生成する．

4．腸内細菌の成立と年齢による変化

　ヒトは母体内では無菌状態の胎児として保た
れているが，母体の産道を経て出生する瞬間に
細菌の洗礼を受ける．出生後1～2日にみられる
ヒトの胎便にはほとんど細菌はみられない4）．
ところが，大腸菌（E. coli），腸球菌（Enterococ-
cus），ぶどう球菌（Staphylococcus），クロストリ
ジウム（Clostridium）が24時間以内に腸内で増
殖を開始し，生後3～4日になると乳酸桿菌，ビ
フィズス菌（Bifidobacterium）が増殖を開始す
る．出生直後から離乳期に至る時期は，獲得免
疫や免疫寛容の成立にとって重要な時期で，こ
の時期に住み着いた腸内細菌が個体の免疫シス

図1　ヒト消化管に沿った細菌数，構成菌の変化（文献2より改変引用）
上部消化管には酸素が存在するため，通性嫌気性菌が検出されるが量的には少ない．
遠位回腸から爆発的に細菌数，特に偏性嫌気性菌が増加する．
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テムとの相互作用を介して様々な選択と排除の
プロセスを経て，各個人の腸内細菌叢のコアが
決定されると考えられている5，6）（図 2）．生後 1
年以内の抗生物質投与や幼少期の抗菌剤投与が
炎症性腸疾患の発症率を上げることが報告され
ており，腸内細菌叢が安定化するまでの時期の
抗生物質使用による腸内細菌叢攪乱の影響を示
唆している7，8）．以上，腸内細菌叢の成立に，出
生後の環境因子（例えば，母親との接触による
母親の持つ細菌の伝搬や抗生物質の使用など）
が重要な影響を及ぼすと考えられる．
　乳児型のビフィズス菌（Bifidobacterium）が
優性となって乳児の腸内フローラは安定する
が，離乳期になると腸内フローラに変化が起こ
る．ビフィズス菌は乳児型から成人型に変わ
り，バクテロイデス（Bacteroidetes），ユバクテ
リウム（Eubacterium），嫌気性レンサ球菌（Strep-
tococcus）などの嫌気性菌が優性になる．離乳期
以後腸内フローラは安定するが，中高年を過ぎ
る頃よりビフィズス菌の減少とウェルシュ菌

（Clostridium perfringens）の増加に特徴づけら
れる変化が起こる．ウェルシュ菌は腐敗菌の 1
つで，タンパク質を腐敗させてアンモニア，ア
ミン，フェノール，インドールなどの有害物質

を生成する．これらの有害物質には発がん物質
も含まれ，そのほとんどは肝臓で分解される
が，肝臓の処理量を上回ると全身に影響を及ぼ
す．このビフィズス菌の減少とウェルシュ菌の
相対的増加を腸内の老化と考えることができ
る．

5． 腸内細菌叢の決定には環境因子が重要で
ある．

　離乳期以後の腸内細菌叢は安定で各個人に特
有のパターンをとるとされる．様々な環境因子

（食事や抗生物質など）が影響するため，種，属
レベルでの変化はあるが，少なくとも門レベル
での安定性は最近の研究でも確認されている．
例えば，腸内細菌に対する食事の影響をみた
Leyら の 検 討 で は， 各 個 人 の 腸 内 細 菌 叢 の パ
ターンは約 1 年間を通して安定で，他人の腸内
細菌叢と明らかに区別された9）．また，腸内細
菌叢の相同性を同一個体の異なる時期に採取し
た便，双子間，双子と母親，他人間で比較する
と，同一個体の異なる時期，双子間，双子と母
親間の順に強い相似性を認めた．特に，同一個
体の異なる時期のサンプルは強い相似性を示し
た10）．一卵性双生児，二卵性双生児の比較から
腸内細菌叢の決定には遺伝的因子の関与は低
く，生後直後から免疫の成立する離乳期までの
環境因子が重要な影響を及ぼすと考えられてい
る．

6．腸内細菌の検出法

　腸内細菌の多くが難培養菌からなり，最新の
培養技術をもってしてもその数十パーセントし
か分離培養できないのが現実である．そのよう
な中，培養を介さずDNA，RNAレベルで細菌叢
を解析する分子生物学的手法が 1990 年代に導
入された．約 1,500 bp塩基からなる細菌の構造
RNAの 1 つである 16Sリボゾーム（r）RNAには

図2　腸内細菌叢の決定に関与する因子（文献2より改
変引用）

一卵性，二卵性双生児の腸内細菌叢の比較から，遺
伝的な因子の関与は低いことが明らかになってい
る．1960年あたりからの日本の衛生環境の変化が腸
内細菌叢の成立の段階で影響して，様々な疾患の増
加に関与している可能性が考えられる
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全ての細菌間で高度に保存された領域（con-
stant region）と各細菌を特徴づける多様化した
領 域（variable region） が 存 在 す る11）（ 図 3）．
variable regionは 9 カ所あり，constant regionに
プライマーを設定することにより難培養菌も含
めた細菌叢全体の 16S rRNA情報をPCR（poly-
merase chain reaction）などの方法で得ることが
できる．この16S rRNAを標的とした細菌叢全体
の比較解析法にはDGGE（denaturing gradient gel 
electrophoresis）法やT-RFLP（terminal-restriction 
fragment length polymorphism）法などがある．
また，16S rDNA塩基配列を直接解析する方法と
して，16S rDNAをベクターに取り込んで塩基配
列を決定する 16S rDNAランダムシークエンス
法や定量的リアルタイムPCR法，DNAマイクロ
アレイ法，FISH（fluorescence in situ hybridiza-
tion）法などがある．さらに，次世代シークエン
サーを用いて 16S rDNAのシクエンスデータを
解析する方法も実用化されている．各方法の詳
細は他誌を参考にされたい11）．一方，次世代
シークエンサーを用いて 16S rDNAの塩基配列
ではなく，細菌叢を構成する細菌の遺伝子情報

全体（細菌叢全体のゲノム情報）を得ることに
より細菌叢全体の機能特性を決定するメタゲノ
ム解析も報告されている11）．メタゲノム解析は
細菌叢の構成菌の同定が目的ではなく，細菌叢
の持つ機能分布解析（例えば，糖やアミノ酸代
謝に関わる遺伝子に富む，複製に関わる遺伝子
に富むなど）が可能となる．

おわりに

　腸内細菌叢の解析に次世代シークエンサーが
導入され，爆発的な情報が短時間で得られる時
代となった．今まで知られなかった腸内細菌の
機能が明らかになり，思いもよらぬ疾患との関
連が示唆されている．このことは，様々な疾患
において腸内細菌を標的とした治療法が開発さ
れる可能性を示唆しており，1つの“臓器”として
腸内細菌を考える時代が到来したことを実感し
ている．
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図 3　細菌 16SリボゾームRNA（16S rRNA）遺伝子の構造
細菌16S rRNAは約1,500 bp塩基からなり，全ての細菌間で高度に保存され
た領域（constant region）と各細菌を特徴づける多様化した領域（variable 
region）が存在する．variable regionは9カ所あり，constant regionにプラ
イマーを設定することにより難培養菌も含めた細菌叢全体の 16S rRNA情
報をPCRなどの方法で得ることができる．
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