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酸ストレスによる細菌細胞の損傷とその耐性機構

岡本晋＊，亀谷宏美

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構食品研究部門

Antibacterial Action of Acid Preservatives and Acid Stress Response in Bacteria 

Susumu Okamoto* and Hiromi Karneya 

Food Research Institute, NARO, 2-1-12 Kannondai, Tsukuba, Ibaraki 305-8642 

The control of microorganisms is one of the most important issues in food preservation. Water activity, 

temperature, pH and preservatives are all critical factors that affect microbial growth. The application of acid stress 

(low pH and weak acid preservatives) is widely used to inhibit bacterial growth, as it decreases the internal pH below 

the normal physiological range. In addition to low pH effects, acid preservatives compromise the functional integrity 

of the cell membrane, cell wall, metabolic enzymes, protein synthesis system and/or genetic material. Certain 

bacteria, such as Escherichia coli and Salmonella spp., are equipped with elegant systems that enable survival in 

ac1d1c environments. (Accepted Nov. 24, 2017) 

Keywords : acid stress, mode of action. acid tolerance response, acid resistance system 

キーワード：酸ストレス．抗茜メカニズム．酸寛容機構．酸耐性機構

1. はじめに

読者の皆さんは食品の pHを気にしたことがあるだろう

か？実は大部分の食品は酸性から中性の pHを示し，アル

カリ性を示すのは海藻など少数の品目に限られる例えば

「ワイン」の pHは2.5以下であり（赤，白両方とも），その

テイスティングに関わる方々は，酸による脱灰で歯がボロ

ボロになる（いわゆる虫歯）と伺ったことがある．さて，

一般的な細菌の生存•生育を可能とする pH の範囲は 4-8

であり，これより酸性あるいはアルカリ側の領域において

は生育が停止するか死滅していく．この事を利用し，酢酸

（食酢），乳酸などの力を借りて食品の pHを低下させるこ

とにより，風味および保存性を高めることは古くから行わ

れてきた例えば，マヨネーズやドレッシング類など酢酸

を含む食品の pHは概ね 3.5-4.5の範囲である．この pH

範囲においては一般的な変敗細菌（乳酸菌は除く）は損傷・

死滅するため，長期にわたって菌数を低い状態に保つこと

が可能となる．このように「酸」による微生物制御は食品

微生物学において重要であることから，細菌に対する「酸」

の抗菌作用機序に関する研究，別のアプローチとして「酸」

に対する細菌側の応答・耐性機構に関する研究が古くから

行われてきた四 しかしながら，現時点においても充分な
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理解が得られているとは言い難い面もある．近年において

特に顕著である合成保存料を好まない消費者の嗜好もあ

り，天然の日持向上剤剤である「酸」，特に「有機酸」によ

る微生物制御が今後も重要な技術であり続けることに疑う

余地は無い．本稿では，「酸の抗菌作用機序」，「酸ストレス

に対する細菌の応答・耐性機構」に関して，大腸菌とサル

モネラの研究例を中心にこれまでに明らかにされているこ

と，未解明の問題について概説する．

2. 酸の種類と抗菌作用

(1)食品に利用される酸の種類

化学物質としての酸は無機酸と有機酸に分けられる．食

品の製造に利用可能な無機酸としてはリン酸が，有機酸と

しては酢酸乳酸，リンゴ酸，クエン酸などが挙げられる．

乳酸は製剤として添加されるだけでは無く，食品製造工程

における乳酸発酵によって生成される場合もある．これら

の有機酸は日持向上作用に加えて，望ましい風味を付与す

る調味料としての機能も重要である．利用可能な食品は限

られるが， 日持ち向上・保存により特化した有機酸として

安息香酸，ソルビン酸などが挙げられる．

(2)酸の抗菌作用1)2)

酸の作用は単純に「低 pHの効果である」と，理解され
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Fig. 1 Antibacterial action of acid preservatives 

Acids generally inhibit biological processes essential to bacte-

rial cells by increasing intracellular H+ concentration, which 

results in a decrease in internal pH訊）• Strong acids such as 
hydrochloric acid have a much lower pKa value than weak 

organic acids. At the pH range for normal food (3-6). strong 
acids are virtually dissociated. On the other hand, weak acids 

tend to be undissociated. This form of weak acids readily 

permeates the cell membrane and enters the cytoplasm. 

Inside the cell, weak acids dissociate and release H+. 

Furthermore, weak acid molecules themselves exert toxicity 

to the cellular targets. 

ているかも知れない．確かに無機酸の抗菌作用を考える場

合にはその理解で概ね問題ない．例えば単純な組成の飲料

をリン酸により pH調整した場合の保存性は最終 pHの値

から予想できる．一方，有機酸では低 pH効果に加えて

「有機酸分子」自体の毒性（抗菌性）が作用する (Fig.1). 

このため，同じ pHに調整した場合には無機酸よりも有機

酸の方が高い抗菌作用を示すのが一般的である'( 以下に

細茜細胞に対する「無機酸（低 pH)」と「有機酸」の作用

機序について明らかにされていることをまとめる．

i)無機酸（低 pH) の作用

酸の強さは酸解離定数 (pKa) によって定義される．

pKaは酸の解離度が 50%となる pHを表しており， pKa

より低い pHにおいては非解離の分子が大半をしめ，逆に

pKaよりも高い pHでは水素イオン (H十）と対イオンとに

解離した状態となる．塩酸やリン酸などの強い無機酸は非

常に低い pKa(塩酸：ー3.7, リン酸： 1.83)を有しており，

食品中ではほぽ解離した状態で存在する一般的にイオン

は細菌の細胞膜を自由に透過することが出来ないため，こ

れらの酸が細胞内 pH(pHJ を直接低下させることは出来

ない．しかしながら，低 pHに起因するタンパク質変性の

ために細胞膜のバリア能が失われていき，細胞内に H十が

流入することにより p凡が低下して至適な範囲を下回る

ことになる (Fig.1). 結果として，細胞内の生化学反応速

度の低下により細菌の生育が抑制され，極端な場合には細

胞死に至る．

無機酸による低 pH条件のみで細菌を制御するためには

極端に低い値 (<3)に調整する必要があり．食品の品質 ・

風味の劣化につながることから利用範囲が限られる．

ii)有機酸の作用

有機酸の抗菌作用には．「低 pH効果」と「有機酸分子の

抗菌性」の 2つの作用機序がある (Fig.1). 

「低 pH効果」は，無機酸と同様に細胞内 H十の増加に起

因する p凡の低下による生化学反応の阻害が基本的な機

序であると考えられている食品に使用される有機酸の

pKaは3-5である．一般的な食品の pHは3-6の範囲で

あり ，上記 pKaに近いことから，食品中の有機酸は非解離

の分子と解離したイオンの混在状態として存在し，この非

解離状態の分子の存在が．有機酸の示す高い抗菌作用の主

要因であるというのも，非解離の有機酸分子は細胞膜を

容易に透過することが出来るからである．一般的な細菌の

p比は 7程度であり．有機酸の pKaよりも充分に高いこと

から，細胞内に流入した有機酸分子は速やかに解離して

刊を生成する．結果的に pHiが低下することになり細胞

の増殖が阻害される. pHが低いほど非解離状態の有機酸

分子が増えることから，食品の pHは有機酸の抗菌効果に

大きな影響を与える．

一方，「有機酸分子の抗菌性」は pHに依存しない有機酸

それ自体の毒性とも言える活性である例えば繁用され

る日持向上剤である酢酸ナトリウムは弱酸性 (pH6かそれ

以上）でもある程度の抗菌作用を示すが，この条件下にお

いて酢酸はほぽ解離状態で存在する．従って，非解離の酸

とは別の機序で作用していると考えられる．従って，細胞

内に取り込まれた有機酸は pHiを低下させるだけで無く，

それ自体の抗菌作用も発揮しており，この事も有機酸の示

す高い抗菌作用の理由の一つである．似たような pKaを

有する有機酸［例えば酢酸 (4.76). プロビオン酸 (4.87),

ソルビン酸 (4.77)]の間に見られる抗菌作用の違いは．こ

の「有機酸分子の抗菌性」の特性を反映していると考えら

れる． しかしながら．「有機酸分子の抗菌性」の詳細につい

てはよく分かっていない（一部3.を参照）．

なお，一般的にグラム陽性菌よりグラム陰性菌の方が有

機酸に強いことが知られているこれは細胞表層の成分・

構造の違いによるものとされている．

3. 酸による細菌細胞の損傷

酸による細胞の損傷は．外部環境との接点である細胞膜

において最初に発生する．すなわち．低 pHにより膜タン

パク質の変性・不活性化による膜機能の損傷が起こる．こ

れにより，物質輸送系（トランスポーター）の活性が低下

し，細胞機能の維持に必要なイオンや栄養成分の取込が阻

害される． 一般的な細菌では p凡を外部 pHより 2以上高

く維持することが出来ない竺 例えば，外部の pHが 2.5の



150 日本食品科学工学会誌第 65巻第3号 2018年 3月 (52) 

場合， p凡は最高でも 4.5にしか保てない．酸ストレスに

より損傷を受ける標的は様々であり，代謝酵素，タンパク

質合成系，遺伝物質である DNAなどが知られているな

お，低pH環境におかれた細菌細胞には生理状態の異なる

2つの集団が生じることが観察されている翌一つは， pHi

がタンパク質の変性・分解に至るまでには低下していない

細胞集団であり，これは環境が中性条件に戻った際の回復

に新たなタンパク質合成を必要としない もう一つの細胞

集団では p比の顕著な低下によりタンパク質の変性・分解

が起こっている．この細胞集団では損傷回復過程において

新たなタンパク質合成が必要となる．

有機酸自体の持つ抗菌作用の標的については不明な点が

多いが，一般的に細胞内 ATPレベルの低下が観察されるり

より具体的な作用機序が解明されている例としては，ソル

ビン酸によるフマラーゼ（クエン酸回路を構成する酵素）

およびアスパルターゼ（アスパラギン酸の代謝に関与）の

不活化が挙げられる四この不活化は，ソルビン酸の酵素

内SH基への共有結合が原因であることが示されている．

4. 酸に対する耐性・感受性に関与する機構

(1) Acid tolerance response (ATR)系1)7)

ATRは大腸菌やサルモネラなどの腸内細菌科の菌群に

見られる酸耐性機構の一つである．この ATRにより pH3

までの最少培地または LBなどの天然培地において特別な

成分の添加を必要とすること無く長時間 (8時間以上）の

生存が可能である. ATRの発現には pH4~5程度の弱い

酸性条件下での短時間 (~2時間）の馴化が必要である．

サルモネラでは対数期および定常期の細胞が ATR活性を

示す．一方，赤痢菌や大腸菌の一部の株では定常期の細胞

のみに ATR活性が見られる. ATRには酸馴化に際して

発現が誘導される酸ショックタンパク質群 (Acidshock 

proteins : ASPs)が重要な働きをしている．サルモネラで

は，対数期 ATRにおいて少なくとも 50種類の ASPsが合

成されることが示されている．一方，定常期の ATRでは

15種類の ASPsが合成され，そのうちの 4種類は対数期と

共通である個々の ASPの具体的な機能についてはわ

かっていない部分が多い．なお， ATRの制御にはシグマ

因子 RpoS(rf')が重要な役割を果たしている．

ATRは，無機酸（強酸）存在下の生存のみならず，有機

酸（弱酸）存在下の生存においても重要であることが明ら

かにされている．本耐性機構は弱い酸性条件下で誘導され

ることから， 日持向上剤として有機酸を含む食品中での適

応•生存戦略として理にかなっていると考えられる．

(2) Acid resistance (AR)系1)2)

ARは大腸菌および赤痢菌が有する酸耐性機構であり，

サルモネラには見られない．本耐性機構は定常期の細胞に

おいて顕著にみられ， pHl.5~2.5の強酸性条件下での生存

(4時間以上）を可能とする. AR活性の誘導またはその機

能のためには特定の培地条件（特定の pHまたは物質）が

必要であり，この点がATRとは異なる大腸菌において

は少なくとも 5種類の AR(AR1~5)が存在することがわ

かっており，以下にその概要を述べる．

ARlは "Oxidativesystem"または "Glucose-repressed

system"とも呼ばれ，大腸菌が有する 5種類の ARの中で

最も理解が進んでいない．本機構は，緩衝液により pHを

5.5に固定した天然培地（例えばLB培地）を用いて定常期

まで振盪培養した細胞に発現する酸耐性機構である. ARl 

を発現した細胞は pH2.5の最少培地において数時間の生

存が可能である．なお，英語名から想像できるように，グ

ルコースを含む培地で培養した細胞では ARlの発現は見

られない．この制御には cAMP受容体タンパク質 (CRP)

およびゲが関与している．なお，本機構の有機酸耐性へ

の関与については不明である．

AR2~5はグルコース存在下においても発現するため，

ARlと区別して評価可能であるいずれの機構もアミノ

酸脱炭酸酵素系に依存しており，酸耐性のために特定のア

ミノ酸を必要とする (Fig.2). 具体的には AR2はグルタ

ミン酸， AR3はアルギニン， AR4はリジン，そして AR5

はオルニチンを基質とし，脱炭酸反応によりそれぞれr-

アミノ酪酸 (GABA), アグマチン (agmatine), カダベリ

ン (cadaverine), プトレシン (putrescine) を生成する．

なお，大腸菌とは別の菌の話であるが，食中毒の原因物質

であるヒスタミン (histamine)はヒスチジン脱炭酸酵素の

作用により生成されるが，これもまた生産菌の酸に対する

応答である．

これらの脱炭酸反応過程において H十が消費されるため

p比が上昇する．さらには，反応産物であるアミン（アル

カリ性である）を細胞外に対向輸送することにより，微小

環境を中和して H十の流入を抑制するのである．これらの

アミノ酸脱炭酸酵素系の中でもグルタミン酸脱炭酸酵素が

大腸菌の低pH耐性において最も重要であることが示され

ている．なお，有機酸耐性についてはこれらの酵素系があ

まり重要でない事を示唆する結果が得られている（未発表

データ）．

AR2~5の発現制御に関しては，特に AR2について多く

の研究がなされており，その複雑な制御の概要が明らかに

されている. AR2の発現制御において中心的な役割を果

たしているは正の転写因子 GadEであり，その細胞内濃度

が基本的な AR2のレベルを規定している. GadE自身の

発現制御には数多くの制御遺伝子が関与することが明らか

にされている．二成分制御系 EvgSA, 転写因子 GadXお

よびGadW, CRP, RpoSはその一部である．

(3) タンパク質合成系

低pHに対して感受性を示す大腸菌変異株のスクリーニ

ングが行われており，原因遺伝子として ARに関与する遺

伝子以外のものも見つかっている．興味深いことに，その
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Fig. 2 Consumption of protons by amino acid decarboxylase systems 

Four amino acid-dependent decarboxylase/antiporter systems (ARZ-5) are found in E. coli. Each of these systems 

decarboxylates a specific amino acid to its corresponding amine. During these reactions, the a-carboxyl groups of their 

amino acid substrates are replaced with a proton that is recruited from the cytoplasm. Subsequently, the 

decarboxylation products (amines) are excreted from the cell and new amino acids substrates are imported via 

cognate membrane-bound antiporters. Amines are alkaline compounds and neutralize the cellular microenvironment. 

中にはタンパク質合成系に関連する遺伝子が複数含まれて

いる翌

epmA遺伝子は， LB培地 (pH4.5)において生育阻害を

示す変異株の原因遺伝子として同定された翌 EpmAタン

パク質は翻訳伸長因子 P (EF-P)の 34番目のリジンをア

ミノアシル化 (S-リジンを付加）する修飾酵素である翌 こ

の翻訳後修飾により EF-Pが活性化され，この事が特定の

mRNAの翻訳において重要である．膜結合性の転写因子

である CadCのmRNAにはポリプロリン配列 (PPPIP)が

存在し，この配列の翻訳に EF-Pの翻訳後修飾が必須であ

ることが示されている翌 CadCはAR4のリジン脱炭酸酵

素 CadAの発現に重要であることから， EpmAの機能欠損

による AR4の活性低下が低 pH感受性の原因の一つであ

ると考えられるが，実験的には証明されていない．

上記と同じスクリーニングにおいて apaH変異株が見つ

かっている翌 ApaHタンパク質は 5',5"'-P1, P4-diadenosine 

tetraphosphate (AppppA)を2分子の ADPに加水分解す

る酵素である10'. AppppAは，熱ショックや酸化ストレス

などの環境ストレスに細胞が暴露された際に蓄積する特殊

なヌクレオチドであり ，tRNAにアミノ酸をチャージする

アミノアシル tRNA合成酵素の二次的な触媒作用によっ

て合成される四 Lysyl-tRNA合成酵素である LysUは強い

AppppA合成活性を示す酵素の一つであるが，これ以外の

アミノアシル tRNA合成酵素も同様の活性を示す. apaH 

変異株は，ストレスのない状態においても高い AppppA

レベルを有するとともに，高温や酸化ストレスに感受性と

なることが先行研究によって示されていた四これらのス

トレスに加えて，酸ストレスに対する応答においても

AppppAが重要な役割を担っている可能性がこのスク

リーニングによって示されたと言える．本ヌクレオチド

は，分子シャペロンである DnaK, GroELおよび ClpBに

直接結合してその活性を阻害することが明らかにされてい

る10'. さらには， DnaKとGroELはサルモネラやピロリ苗

の酸耐性への関与が報告されている11'. AppppAはこれら

の分子シャペロンを介して酸耐性を制御している可能性が

ある．

酸感受性変異株の解析においては， tRNA分子中に存在

する特殊な修飾塩基の生成に関与する mnmE遺伝子の変

異も同定されている翌 大腸菌では， 80種類を超える修飾

塩基が tRNA分子中に見いだされているが，その生理的意
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義についてはよく分かっていないものも多い. 5-methyl-

arninomethyl (mnmり修飾はリジン，グルタミン酸および

グルタミンを受容する tRNA分子中のアンチコドン部位

に存在するウリジン残基 (U34)の5位に見られる四さら

に， U34の2位はチオール化 (sりされmnm雨 Uという複

雑な修飾塩基が形成される．なお， 5位と 2位の修飾は独

立して進行する．この修飾反応を司るのが mnm遺伝子群

(mnmA, C, E, G)であり， mnmE遺伝子は mn吋修飾の

最初のステップに関与している．この遺伝子が pH4.5の

条件下における感受性株のスクリーニングで見いだされた

ことになる．これとは独立に， pH2.5の強酸性条件下にお

ける AR関連遺伝子のスクリーニングにおいても mnmE

遺伝子が同定されている四その後の解析により， mnmE

遺伝子は AR2機能の発現に重要であり，その変異により

グルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子 (gadAおよびgadB)の転

写が著しく低下することが明らかにされている四

MnmEタンパク質は GTP加水分解酵素 (GTPase)であ

り， GTPaseの中にはシグナル伝達に関与するものも多い

ことから，本タンパク質も mnm5合成以外にシグナル伝達

の二次機能を有していることも考えられる． しかしなが

ら， mnmA(2位のチオール化を触媒）変異株および

mnmG (mnm5合成に関与）変異株においても mnmE変

異株と同様に AR2機能の顕著な低下が見られることから，

mnm屯修飾自体が重要であると考えられる（文献 12およ

び未発表データ）．なお， mnm雨修飾の欠損により AR2

のマスターレギュレーターである GadEの発現が低下（転

写レベルおよび翻訳レベルで）することが分かっているが，

その制御の詳細は不明である団

最近我々は， mnm閤修飾が大腸菌の酢酸耐性にも重要

であることを見いだした.4の (2)でも述べたがAR2は

酢酸耐性には重要ではない.gadE欠失株においては AR2

の機能が完全に失われるにも関わらず酢酸感受性を示さな

いことはその重要な証拠の一つである（未発表データ）．

従って mnm閤修飾欠損株が酢酸感受性を示すことは，

AR2の機能低下では説明出来ず，未同定の経路が関与して

いると考えられる．

上記以外にも，タンパク質合成系に関連する因子の酸ス

トレス耐性への関与が報告されている．

KsgAは16SrRNA分子中の隣接した 2つのアデノシン

残基 (Al518およびAl519)のメチル化を触媒する酵素で

ある．この塩基修飾はリボゾームの 30Sサブユニットの

アセンブリーに関与していると考えられている．大腸菌に

おいて KsgAを過剰発現すると酢酸，ソルビン酸，安息香

酸などの有機酸に感受性になることが示されているりま

た， 30Sサブユニット会合性の GTPaseである Eraの変異

型タンパク質 (Era-dE)を発現する大腸菌細胞もまた酢酸

を始めとする有機酸に感受性を示す四これらの現象のメ

カニズムについては不明である．

以上の様に，タンパク質合成系に関与する因子と酸耐

性・感受性との関連性が多数報告されている． このことは，

低 pHまたは有機酸の主要なターゲットの一つがタンパク

質合成系であることを示唆しているかも知れない．

(4)細胞表層

細胞表層が酸ストレスヘのバリアとして機能しているこ

とを示す実験的証拠が報告されている．

病原性大腸菌 0157:H7株は実験株である K-12株に比

べて高い酢酸耐性を示すこの違いをもたらす遺伝的要因

を探るため， Baruaらは 0157:H7株のトランスポゾン挿

入ライブラリーから酢酸存在下で生育出来ない変異株をス

クリーニングし， 5株の酢酸感受性変異株を得た四そのう

ち2株は細胞壁リポ多糖 (LPS)の生合成に関与する酵素

WaaGの変異株であったこの変異は，各種薬剤の透過性

が高まると共に粗い表面のコロニーを形成する，いわゆる

"deep-rough"の表現型を示すことが知られている別の

変異株では細胞壁〇抗原の生合成に関与するfcl遺伝子に

変異が存在したさらには，残りの 2株は wecA遺伝子 (0

抗原および腸内細菌共通抗原 (ECA)の生合成に関与）と

wecB遺伝子 (ECAの生合成に関与）の変異株であった．

K-12株は 0157:H7株と比較して酢酸に感受性であるこ

とを先に述べた．本株が 0抗原を持たないことは古くか

ら知られており，その原因となる変異も同定されている（本

来の 0抗原は 016に近い構造）17: この 0抗原の欠損が酢

酸感受性の要因の一つであると考えられる．

これとは別に，低 pH(pH4.5)に対する感受性株のス

クリーニングにおいても LPS生合成に関与する遺伝子

waaCが同定されている亙さらに細胞表層の構造に関連し

て，大腸菌の外膜に存在するポリン（物質透過のチャンネ

ル）の一つである OmpAも酸ストレス耐性に関与してい

ることが報告されている四

これらのデータは，細胞表層の構造がH十や有機酸の細

胞内への透過を制限するバリアとして非常に重要であるこ

とを示している．

5. おわりに

平成の時代になり，腸管出血性大腸菌やサルモネラなど

比較的「酸」に強い病原酋による集団食中毒の事例が目立っ

ている．これらの細菌を「酸」の力だけで制御することは

困難である．そのためには，ハードルテクノロジーの活用

が重要であることは疑う余地がない．これに加えて，酸と

の併用で効果を示す天然物（食品成分）を新たな視点で探

索し，利用していくことも選択肢の一つであると考えられ

る．そのためにも，酸の作用機序および細菌側の酸耐性機

構について更なる理解が必要である．

次世代シーケンサーやゲノム編集を始めとし，新しい分

析・解析技術の開発・普及のペースは目を見張るばかりで

ある．こられの新技術の活用により，これまでには十分理



(55) シリーズ一特集「損傷菌」 岡本・亀谷：細菌の酸損傷および酸耐性機構 153 

解されていなかった生物現象の詳細が次々と明らかになっ

てきている．食品の保存に関連しては，アルコール（エタ

ノール）の抗菌作用の主要な標的がRNAポリメラーゼと

リボゾームであることを示す結果が最近になって報告され

た四新しい技術が研究のブレークスルーになることを示

した好例であると言えよう．細菌と酸をめぐる古くて新し

い研究分野の発展も今後益々加速して行くことが期待され

る．

本稿で紹介した研究の一部は，農林水産省による，食品

の安全性と動物衛生の向上のためのプロジェクト（損傷菌

の発生機序の解明と検出・制御技術の開発）の支援により

実施した．
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