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微生物バンク等保存乳酸菌株のバクテリオシン生産性を
　　　　　　　　　　　　　指標とした特性評価

佐藤留美＊島 純・鈴木チセ

川本伸一

百瀬洋夫＊

Characterisitic　evaIuation　of　Iactic　acid　bacteria　coIIections　based

　　　　　　　　　　　on　the　bacteriocin　productivity

Rumi　SATo＊，Jun　SHIMA，Chise　SuzuKI，Hiroh　MoMosE＊and　Shinichi　KAwAMoTo

　　　＊Graduate　school　ofHuman　Li£e　Sciences，JissenWomen’s　University

　　　　　　　　　　　　National　Food　Research　Institute

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　Bacteriocins　are　a　heterogenous　group　of　antimicrobial　peptides　and　proteins　produce（l　by　lactic　acid　bacteria（LAB）that

inhibit　the　growth　of　closely　related　species．The　stock　strains　of　LAB　in　National　Foo（i　Reseach　Institute　and　Jissen

Women’s　University　were　tested　for　the　prodution　of　antimicrobial　activity　using　a　agar　well　diffusion　assay　against　four

species　ofLααoわαc’伽5，Enオ6rocooo麗5血8c伽配，and　Bα6’伽5s扉わ襯3as　the　in（1icator　strains，Of　l69LAB　strains　teste（1，8

strains　were　i（ientified　that　inhibited　the　growth　of　at　least　one　of　the　LAB　indicator　strains，They　were　E，血80α1’s

NFRI7001，E．力8c訪醒NFRI7031，L．μαn確r卿3NFRI7313，乙・sα舵NFRI7317，乙・oμrv厩麗s　NFRI7352and　NFRI7372・乙・

oαs召’K－1and　strain　c5－1，most　of　which　are　food－bome　bacteria．The　antimicrobial　compounds　produced　by　these　LAB

strains　except　L．cαsαK－l　were　all　protease－sensitive，suggesting　that　the　LAB　strains　were　consi（1ere〔i　to　produce　bacter－

iocins。L．cαs6’K－l　produced　a　protease－resistant　antimicrobial　compound。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Oct。2，2001；Accepted　Dec．27，2001）

　近年，生物由来の抗菌活性物質（バイオプリザバテ

ィブ）を利用して，食中毒菌等の有害な微生物の増殖

を抑止しようとするバイオプリザベーションが新しい

食品保蔵の考え方として注目を集めている1）。このバイ

オプリザバティブとしての利用の可能性が最も高いと

考えられているのが，バクテリオシン24）と総称される

抗菌性物質である。その中でも特に注目されているのが，

発酵食品微生物の代表である乳酸菌の一部が産生する

一群の蛋白質もしくはペプチド性のバクテリオシンで

あり，主に生産菌近縁の細菌に対して殺菌的に作用す

る5）。このバクテリオシンは選択毒i生が高く，かつ人体

に取り込まれても胃の蛋白質分解酵素により消化され

るので，極めて安全性の高いものであると考えられる。

　このような観点から特に発酵食品由来の乳酸菌が生

＊実践女子大学大学院　生活科学研究科

2001年10月2日受付，2001年12月27日受理
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産するバクテリオシンに関して1980年以後急速に基礎

及び応用研究が進展し6），現在では200を超える報告が

ある7－10）・中でも加αOCOC6μs　Zα0‘’Sの生産するナイシン11）

は，GRAS（generallyrecognized　as　safe）物質12）として

欧米を中心に56ヶ国で食品保存料として使用されてい

る13）。しかし，このように安全性が高く評価されてい

るにも関わらず，日本ではいまだナイシンの食品保存

料としての使用は許可されていないのが現状である。

現段階では，味噌や醤油の製造工程で問題となってい

る微生物汚染を防ぐため，ナイシン生産菌のような乳

酸菌を「抗菌性乳酸菌スターターカルチャー」として

利用するに留まっている14・15）。しかしながら最近の消費

者の人工化学食品保存料使用に対する反発やこれらの

安全性に対する関心の高まりから，我が国においても

天然由来のバクテリオシンのような安全性の高い食品

保存料の早急な開発と応用が必須であると考えられる。

　そこで本研究では，安全性の高い食品由来の乳酸菌

からバイオプリザベーションに利用可能な強い抗菌力

を有したバクテリオシンの分離を目指し，食品総合研

究所微生物バンク保存株等に関してバクテリオシン生産

性を指標として特性評価を行った。

実験方法

1．使用菌株

　食品総合研究所微生物バンクに保存されている乳酸

菌98株（加c言o伽c’伽s属の24種90株，E膨rocoooμs属の2種

3株，飽4’ocoooκ5属の2種3株，Lε麗conosオoo属の1種2株1ほ

とんどのものは生理，生化学的同定に加え16S　rDNA塩

基配列解析16）により同定された菌株である。）と実践

女子大学食品加工学研究室の保存乳酸菌株71株（主に

生理、生化学的同定によって乳酸菌と判定された菌株）

をスクリーニングに使用した。指示菌として使用した

菌株は，第1表に示した。これらは微生物バンク保存

菌株の中から選択した。

第1表　バクテリオシン生産性検定に使用した指示菌

菌株名＊ 備考＊＊

Bα6泥」μ3　sμわ左Z’s168

En∫θ700000麗s血8c伽〃菖IFO13712

Lααo伽cl伽3Zα6”31AM1173

Lααoわα6’伽5伽v傭c麗s　JCM1129

五僻o伽副μ56056i卿．oσ36’JCMll34

Lααo勧6’伽s　cκrり伽s　JCM1096

枯草菌実験室株

Type　strain

NFRI7307

NFRI7323Type　strain

NFRI7325Type　strain

NFRI7333Type　strain

＊IFO，発酵研究所；IAM，東京大学応用微生物学研究所；JCM，理化学研究所

＊＊NFRI，食品総合研究所微生物バンク

2．使用培地

　乳酸菌株の培養は全てL臨o枷c’JZ’MRS　broth培地（Di£co

社）を用いて30℃で一晩静置培養を行った。Bαc濯μs

s麗謝Z∫s168はLB培地を用いて37℃で一晩振盗培養を行

った。菌株の保存に使用する固形培地にはL5％（w／v）の

寒天を添加した17）。抗菌物質生産性検定用の指示菌添

加寒天培地（以後，指示菌プレートと略す。）は，滅

菌した0．8％寒天添加MRS培地を40℃まで冷却し，これ

に指示菌の一晩培養液を0。25％（v／v）接種し混合後、40

m1ずつ角形プラスチックシャーレ（10×14cm）に分注し

て作製した。固化後、指示菌プレートは4℃に保存し，

2週間以内に使用した。

3．抗菌物質生産性の検定

　抗菌物質生産性の検定は，　「寒天ゲル法」　（Agar

Well　Diffusion　Assay）18・19）を用いた。各供試菌株の一晩

培養液を10，000×g，4℃，5分遠心分離し，培養上清を回

収した。この上清を指示菌プレートに10μ1ずつ滴下し

た。対照として既知のバクテリオシン生産菌E膨7000CC麗S

脚n4痂NFRI7393株20）の培養上清も同量滴下した。抗菌

物質生産性の判定は，30℃，12時間培養後，試料滴下部

位における生育阻止円の形成の有無により行った。

4　蛋白質・ペプチド性バクテリオシンの判定

　培養上清中に抗菌活性を有すると判定された菌株に
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ついては，培養上清を蛋白質分解酵素P囹einaseK（MERCK

社）を用いて活性が消失されるか確認を行った21）。

Proteinase　Kは10mg／m1の濃度で10mMリン酸ナトリウ

ム緩衝液（pH6．5）に溶解し，培養上清50μ1，滅菌水48

μ1に対してProteinase　K溶液2μ1を加えて37℃，1時間反

応を行った。なお，対照としてProteinase　Kと蛋白質分

解酵素阻害剤Complete　mini（Roche社）を用いた反応を行

った。Complete　miniは，1錠を10mMリン酸ナトリウム緩衝液

（pH6．5）2m1に溶解し，これを培養上清50μ1滅菌水28μ1，

Proteinase　K溶液2μ豆に対して20μ1使用した。Proteinase

K処理で活性が失われなかった菌株については，Microcon

YM－3（MILLIPORE社，分子量排除限界：3000）を用いて

培養上清を限外濾過し，抗菌活性がペプチド，蛋白質以外

の有機酸等の低分子化合物によるものか否か検討を行った。

実験結果と考察

1．抗菌物質生産株の検索

抗菌物質生産株の検索に当たっては，第1表に示した6

菌株を指示菌として使用した。いずれかの指示菌にお

いて，供試菌株の培養上清が生育阻止円を形成するも

のを抗菌性ありと判断した。微生物バンク保存乳酸菌

98株と実践女子大学食品加工学研究室保存乳酸菌71株

についての計169株をスクリーニングした結果，

En渉67000co麗sヵεo読sNFRI7001（醤油諸味より分離），

E膨700000硲ヵε磁nτNFRI7031（Type　strain　JCM5804），

加αoわαo’JJ麗spZ傭α川配NFRI7313（サイレージより分離），

加αoわα6’伽ssα舵NFRI7317（漬物より分離），

Lαo‘o加o’伽30麗理α傭NRFI7352（漬物より分離），

加o‘oわα」∫伽30麗四徽sNFRI7372（漬物より分離），

加αo厩o’伽s　oα36’K－1（鮒すしより分離）22），c5－1（日本酒

の酒母より分離）23）の8株が抗菌物質生産性を示した。

その代表例として，第1図にL。sα舵NFRI7317とL伽v伽3

NFRI7352の2株から得られた培養上清の抗菌活性を示し

た。第2表にこれら抗菌物質生産性8菌株の指示菌6株

に対する抗菌スペクトルを示した。

　　　1　　　　　　2

1．L3磁6NFRI7317　培養上清

2．ムo脚伽3NFRI7352　培養上清

第1図．五c脚伽3NFRI7317株とL，6麗押伽sNFRI7352株の産生する抗菌活性

指示菌としてZ．c麗即伽sNFRI7333株を接種したMRS寒天培地のウエルに菌株の

培養上清10μ1を加え，30℃で12時間培養した。

第2表　バクテリオシン生産菌株の抗菌スペクトル

菌株

指示菌 BαC∫Z伽S

5扉玩’」∫3

且血6吻規
IFO13712

L，CαS8‘　　ゑ厩Vαr’0α5　五C麗rvα砺s　　L　Zαα∫5

NFRI7325　　　NFRI7323　　　NFRI7333　　NFRI7307

E膨70000c麗s伽oαZε5NFRI7001

En卿ooocoμs加伽n1NFRI7031

L側oウωZJ醒s吻n鰍扉用NFRI7313

Lααoわαo’πμs3αた6NFRI7317

ゐαoオoわαo’泥麗s　c麗7レαrμs　NR．FI7352

Lαoガoひαc記Z麗s　oμハノαガμ5耶RI7372

乙ασo伽6∫伽50αs6∫K－1

c5－1

十十

十十

十十

十十

十十

十

十十

十

十

十

十

十

十十十

十十十

十十十

十

十十十

十十十

十十十

十

十

十

十

，活性なし0＋～＋＋＋，相対活性を示している
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　第2表から，使用した指示菌の範囲内で，
En卿ocooo那s属の2株とc5－1株は広い抗菌スペクトルを，

一方五s硫εNFRI7317，五c麗押伽s　NFRI7352，五c麗「v伽s

NFRI7372の3株は特定の乳酸菌に対して強い抗菌活性を

示した。五〇αsε∫K－1株はβ．s麗わ”Z’3のみに抗菌活性を示

した。ムρ」αn∫α耀醒NFRI7313はB．躍わ”」’sに加え，ゑoα36’

NFRI7325に弱い抗菌活性を示した。

2．蛋白質分解酵素処理によるバクテリオシン生

　産性検定

　上記8菌株の生産する抗菌物質が蛋白質・ペプチド性

のバクテリオシンか否かを，蛋白質分解酵素Proteinase

Kを用いて検討した。その結果，ムoα副K－1を除く他の

全ての菌株において，蛋白質分解酵素処理（37℃，1時間）

により培養上清の抗菌活性は完全に消失することを確

認した。一方，Proteinase　Kに蛋白質分解酵素阻害剤を

添加した対照実験では全ての菌株において活性の低下

は認められなかった。以上の結果から，ムcα躍K－1を

除く菌株の抗菌活性は蛋白質性のバクテリオシンによ

る可能性が極めて高いと判断された。

3．L．oαs6’K－1株が生産する抗菌物質の検討

　Loα絃K－1株の培養上清に検出された抗菌活性は，蛋

白質分解酵素処理により消失しないことから（第2図），

低分子化合物によるものである可能性が示唆された。

そこで，限外濾過による抗菌物質の分画を行った（第2

図）。分子量排除限界3000の限外濾過では，K－1株培養

上清の抗菌活性は濾過透過画分に検出された。従って，

K－1株が生産する抗菌物質は分子量3000以下の低分子化

合物である。

　丑5吻媚5の指示菌プレートは酸による影響を受け易く，

今回のL．oα副K－1株のように生育阻止円がバクテリオ

シンの活性によるものか否か判断する際に，蛋白質分

解酵素処理の他にこのような限外濾過実験を行うこと

は有効である。

1 2 3 4
1．K－1株の培養上清

2、蛋白質分解酵素処理をしたK－1株の培養上清

3．限外濾過透過画分

4．限外濾過濃縮画分

第2図．L濯α躍K－1株の産生する抗菌活性に対する蛋白質分解酵素処理と

限外濾過処理の影響

指示菌としてβ．躍わ朔5をを接種したMRS寒天培地のウエルに各処理画分

10μ1を加え，30℃で12時間培養した。

4．バクテリオシン類似性検定のための交叉試験

　第2表に示した結果において，E漁66αZ’s　NFRI7001株

とc54株が生産するバクテリオシンは，バクテリオシン

の活性の強さと抗菌スペクトルが一致していた。同様

のことがムo扉1v伽37352株とZ・C麗四伽s7372株の生産す

るバクテリオシン間でも見られた。

　一般にバクテリオシン生産菌は，バクテリオシン生

合成遺伝子に加え自らが生産するバクテリオシンによ

る自殺を防ぐための耐性を付与する免疫遺伝子を保持

している7）。この免疫遺伝子は特異性が高く，生産菌由

来のバクテリオシンと同一または極めて相同性の高い

ものに対してのみ耐性を付与する3）。そこで，今回得ら

れたバクテリオシン生産菌を指示菌として用いて，各々

の生産するバクテリオシンに対する耐性すなわち免疫

性を検討する交叉試験を行った（第3表）。
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第3表　バクテリオシン類似性検定のための交叉試験

指示菌

生産菌 Eカ80副5Eカ6c∫μ規Eμα云αrμ那　五3α舵　五〇μrvα嬬Lc房r吻配s

N駅17001　㎜17031　　NFRI7313　MFRI7317　　照【7352　　耶RI7372
　　　E灘襯4読c5－1
　　　NFRI7393

E膨roooooμs抑副’sNFRI7001

En‘αocoocμsヵ召o加ηNFRI7031

Lααo加6’伽5ρ伽α7罵’n　NFRI7313

加o‘oわαo’”μssαた8MFRI7317

Lαc∫oわαo‘”配5cμrレαrμ5NRFI7352

Lαc’oわαo’泥μs　c配rレαガ配3NFRI7372

C5－l

E班θ7060α㍑sη躍η4診∫’NFR17393

E班召70coc6μ3加6盈履FO13712

十十

十十

十

　　　　十

　　　　十

　　　　十十

十十　　　十十十

十　　　　十十

十十

十十

十

十

十

十

十十

十十

十　　　十十十

，活性なし；＋～＋＋＋，相対活性を示している

　E血60α」’s　NFRI7001株の生産するバクテリオシンに対

してc5－1株は耐性を示した。また，c5－1株の生産するバ

クテリオシ≧に対してE血εo祓s　NFRI7001株は耐性を示

した。同様に，L　o麗四伽s7352株はL．o麗押伽s7372株の

生産するバクテリオシンに対して耐性を，7372株は7352

株の生産するバクテリオシンに対して耐性を示した。

　これらの結果からE知εo傭sNFRI7001株とc5－1の生産す

るバクテリオシンは同一，あるいは極めて相同性の高いもの

であることが強く示唆された。同様にL．o曜v伽s　NFRI7352

株とL．oμrv伽s　NFRI7372株の生産するバクテリオシンも同

一
，

あるいは極めて相同性の高いものであると考えられる。

　以上の結果から，本スクリーニング実験より，E．

力80αZ‘s　NFRI7001，E，血86彪隅NFRI7031，ゑμαn砂7卿3

NFRI7313，L，3αたθNFRI7317，L．cκ7vα砺5NFRI7352，L．

c麗押伽3NFRI7372，c5－1の7株が蛋白質あるいはペプチド

性のバクテリオシン生産乳酸菌であることが示された・

バクテリオシンの実用的発展を考えると，まずこれら

乳酸菌の生産するバクテリオシンが既知のものか或い

は新規のものであるかの検討が重要である。そのため

には今後，1）pHや熱に対する安定性等バクテリオシン

の諸性質の検討，2）ウェルシュ菌やリステリア菌等の食

中毒菌も含めた抗菌スペクトル試験，3）バクテリオシン

の精製とアミノ酸配列分析による構造決定，4）バクテリ

オシンの生合成遺伝子や免疫遺伝子のクローニング等

の研究を行う必要がある。

謝辞

　本研究は，農林水産省パイオニア特別研究およびジ

ーンバンク事業の助成を受けて行われたものである。

要約

　乳酸菌が産生するバクテリオシンは，近縁の種の生

育阻害を引き起こす蛋白質・ペプチド性の抗菌性物質

である。食品総合研究所微生物バンク保存乳酸菌株98

株と実践女子大学食品加工学研究室保存乳酸菌71株の

計169株に関してLαc‘o加c∫伽3属の4株，En‘870co60麗

ヵεc’雌とβαoぢ伽s躍擁傭を指示菌として用いた抗菌物質

生産菌のスクリーニングを行った。その結果，E血60襯s

］N皿17001，Eヵεoど況〃τNFRI7031，乙pZαnごα7配η～NFRI7313，乙，

sα舵　　NFRI7317，L．c曜vα躍3　NFRI7352，L．o扉7vα魏s

NFRI7372，乙oα3ε’K－1，c5－1の計8株が用いた乳酸菌指示

菌に対して抗菌性を示した。乙cα諭K－1の生産する抗菌

物質は蛋白質分解酵素に耐性を示した。一方，他の7

菌株の抗菌活性は全て，蛋白質分解酵素処理により消

失した。以上のことから，これら7菌株は蛋白質・ペプ

チド性のバクテリオシンの生産菌であることが示唆さ

れた。
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