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(57)【要約】
【課題】石川県の伝統的な発酵食品に含まれる機能性を有する乳酸菌及びその培養物、よ
り具体的には、抗炎症・抗アレルギー作用、免疫賦活作用、又は腸管免疫グロブリン(IgA
)誘導作用の機能を有する乳酸菌及びその培養物、このような培養物を生成する乳酸菌、
並びにその用途等を提供する。
【解決手段】あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃
酒母、いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１
種の発酵食品より分離した乳酸菌１種又は２種以上の培養物を有効成分とする抗炎症・抗
アレルギー剤、免疫賦活剤、又は腸管免疫賦活剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、いか
麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発酵食
品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とすることを特徴と
する抗炎症・抗アレルギー剤。
【請求項２】
あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、いか
麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発酵食
品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とすることを特徴と
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する免疫賦活剤。
【請求項３】
あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、いか
麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発酵食
品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とすることを特徴と
する腸管免疫賦活剤。
【請求項４】
乳酸菌が、ラクトバチラス・ブフネリ（Lactobacillus buchneri） AN1‑1（受託番号：
NITE P‑1123）、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託番号
：NITE P‑1256）、ラクトバチラス・パラプランタラム（Lactobacillus paraplantarum）
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AN5‑1、ラクトバチラス・プランタム（Lactobacillus plantarum） ANP7‑1（受託番号：
NITE P‑1224）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託番号：N
ITE P‑1125）、ラクトバチラス・カゼイ（Lactobacillus casei） SB104LC （受託番号：
NITE P‑1259）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus ethanoliduran
s） SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種の乳酸菌
であり、その培養物が抗炎症・抗アレルギー作用を有することを特徴とする請求項１記載
の抗炎症・抗アレルギー剤。
【請求項５】
乳酸菌が、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） BN1‑2（受
託番号：NITE P‑1258）、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri
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） ANP2‑1（受託番号：NITE P‑1257）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus f
aecalis） SB103（受託番号：NITE P‑1127）及びロイコノストック・スペシ―ズ（Leucon
ostoc sp.） KK101 （受託番号：NITE P‑1239)からなる群より選択される少なくとも１種
の乳酸菌であり、その培養物が免疫賦活作用を有することを特徴とする請求項２記載の免
疫賦活剤。
【請求項６】
乳酸菌が、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託番号：NI
TE P‑1256）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託番号：NIT
E P‑1125）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis） SB103（受託番
号：NITE P‑1127）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus ethanolid
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urans） SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種の乳
酸菌であり、その培養物が腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用を有することを特徴とする
請求項３に記載の腸管免疫賦活剤。
【請求項７】
あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、いか
麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発酵食
品より分離された乳酸菌であって、該乳酸菌及び／又はその培養物が１）抗炎症・抗アレ
ルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用からなる群
より選択される少なくも１つの機能を有することを特徴とする乳酸菌。
【請求項８】
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ラクトバチラス・ブフネリ（Lactobacillus buchneri） AN1‑1（受託番号：NITE P‑112
3）、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託番号：NITE P‑12
56）、ラクトバチラス・パラプランタラム（Lactobacillus paraplantarum） AN5‑1、ラ
クトバチラス・プランタム（Lactobacillus plantarum） ANP7‑1（受託番号：NITE P‑122
4）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125
）、ラクトバチラス・カゼイ（Lactobacillus casei）

SB104LC （受託番号：NITE P‑12

59）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus ethanolidurans） SB108
（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種であって、該乳酸菌
及び／又はその培養物が抗炎症・抗アレルギー作用を有することを特徴とする請求項７記
載の乳酸菌。
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【請求項９】
ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） BN1‑2（受託番号：NI
TE P‑1258）、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） ANP2‑1（
受託番号：NITE P‑1257）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis） S
B103（受託番号：NITE P‑1127）及びロイコノストック・スペシ―ズ（Leuconostoc sp.）
KK101 （受託番号：NITE P‑1239)からなる群より選択される少なくとも１種であって、
該乳酸菌及び／又はその培養物が免疫賦活作用（IL‑12誘導活性）を有することを特徴と
する請求項７記載の乳酸菌。
【請求項１０】
ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託番号：NITE P‑1256
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）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125
）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis） SB103（受託番号：NITE
P‑1127）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus ethanolidurans） S
B108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種であって、該乳
酸菌及び／又はその培養物が腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用を有することを特徴とす
る請求項７記載の乳酸菌。
【請求項１１】
請求項７〜１０のいずれか一項に記載の乳酸菌又はその培養物の、１）抗炎症・抗アレ
ルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用からなる群
より選択される少なくとも１つの機能を有する飲食品製造のための使用。
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【請求項１２】
１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリン(IgA
)誘導作用からなる群より選択される少なくも１つの機能を有する発酵食品の製造方法で
あって、請求項７〜１０のいずれか一項に記載の乳酸菌又はその培養物を添加して発酵さ
せる工程を含むことを特徴とする製造方法。
【請求項１３】
１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリン(IgA
)誘導作用からなる群より選択される少なくも１つの機能を有する発酵食品の製造方法で
あって、請求項７〜１０のいずれか一項に記載の乳酸菌又はその培養物を添加して発酵さ
せる工程を含むことを特徴とするイカ野菜詰め米麹まぶしの製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、抗炎症・抗アレルギー作用、免疫賦活作用、又は腸管免疫グロブリン(IgA)
誘導作用の機能を有する乳酸菌及びその培養物、及びこれらの利用に関する。より詳細に
は、前記乳酸菌又はその培養物を含有する抗炎症・抗アレルギー剤、免疫賦活剤、腸管免
疫賦活剤、該乳酸菌又はその培養物を利用する発酵食品の製造方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
石川県は全国的にまれにみる発酵食品の宝庫であり、石川県能登及び加賀地域では、豊
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かな農産・海産資源を活かした発酵食品が伝統的に多種製造されている。その中でもとり
わけ著名なのが、かぶらずし、あじなれずしである。
【０００３】
かぶらずしは、塩漬けにしたカブに塩漬けしたブリの薄切りを挟み込み、細く切った人
参などと一緒に、麹をまぶしながら樽に仕込み、低温で通常１週間〜１０日ほど発酵させ
て作られる発酵食品で、加賀地方を中心として口能登から加賀までと富山の西部地方まで
の範囲で作られている。かぶらずしの発酵は麹を添加することで促醸を行うものである。
麹の他に野菜が魚などの抑臭のために用いられている。
【０００４】
あじなれずしは、あじを塩と酢で下漬けし、米飯、あじ、山椒・トウガラシを順に桶に
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敷き詰め、何層も繰り返し、最後にご飯を敷き、蓋をして重りを載せ、冷暗所に置き、通
常４週間以上発酵させ作られる。このようななれずしの発酵は米飯の乳酸発酵によるもの
で、これによって保存性が付与され、特有の臭いや酸味が醸される。
【０００５】
乳酸発酵とは乳酸菌が糖を代謝（発酵）してその大部分を乳酸に変える反応である。発
酵の形式には二通りあり、一つはホモ発酵と呼ばれ、１モルのブドウ糖（グルコース）か
ら２モルの乳酸が生成される。この発酵を行うことが知られている主な乳酸菌はLactobac
illus delbrueckii、Lactobacillus casei、Lactobacillus bulgaricus、Streptococcus
lactisなどである。もう一つはヘテロ発酵と呼ばれ、１モルのブドウ糖から１モルの乳酸
のほかにエチルアルコール、酢酸、グリセリン、炭酸ガスなどが生成される。この発酵を
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行うことが知られている主な乳酸菌はLactobacillus brevis、Lactobacillus buchneri、
Leuconostoc mesenteroides、Lactobacillus pentoaceticusなどである。
【０００６】
乳酸菌は古来より醸造食品や漬物中に多く含まれ、その乳酸発酵により食品に風味を付
与してきた。石川県では酒、味噌、醤油等のいわゆる醸造食品の他に、先に述べたかぶら
ずし、なれずし等の多くの固有の伝統発酵食品があり、それらに乳酸菌が関与している。
乳酸菌が関与する発酵食品中には、様々な生理活性を有する機能性物質が含まれており、
乳酸菌が作り出す機能性物質、及びその機能が明らかにされつつある。
【０００７】
例えば、乳酸菌のもつ機能性の一つとして、腸管免疫機能を有する乳酸菌が報告されて
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いる（特許文献１、特許文献２）。また、乳酸菌体又はその処理物（菌体由来成分）が、
パイエル板細胞に対するＩｇＡ抗体産生向上作用を有していることが知られている（特許
文献３）。特許文献３には、感染症予防、腫瘍抑制、アレルギー抑制及び整腸作用などの
効果が期待され、免疫賦活剤や整腸剤などに利用できることが記載されている。
しかしその一方で、乳酸菌体又はその処理物（菌体由来成分）がもたらす免疫賦活活性
及び免疫調節機能は、菌種が同一であっても菌株が違えばその効果も大きく異なることも
また当業者にはよく知られた事実である。そのため免疫賦活剤として用いる際には、用い
る菌株の選定が非常に重要となる。そこで多くの研究機関において、より免疫賦活活性及
び免疫調節機能の高い乳酸菌株の単離が行なわれている。
したがって、これまで乳酸菌叢についての研究報告のない発酵食品中の乳酸菌の機能を
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研究すれば、予期せぬ機能や従来の機能より優れた効果を示すことが期待でき、そのよう
な研究も多くの研究機関で行われている。
【０００８】
この背景から、本発明者らは、未だ知られていない「石川県の伝統発酵食品に含まれる
乳酸菌の機能性」に着目し、鋭意検討を重ねた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４−３０５１２８号公報
【特許文献２】特開２０１０−１３０９５４号公報
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【特許文献３】特開２００８‑２０１７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、石川県の伝統的な発酵食品に含まれる機能性を有する乳酸菌及びその培養物
、より具体的には、抗炎症・抗アレルギー作用、免疫賦活作用、又は腸管免疫グロブリン
(IgA)誘導作用の機能を有する乳酸菌及びその培養物、このような培養物を生成する乳酸
菌、並びにその用途等を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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上記課題を解決するために本発明者らは研究を重ね、石川県の伝統発酵食品から乳酸菌
を単離してその菌種を同定し、さらにその機能性について検討した。その結果、単離され
た乳酸菌やその培養物が、抗炎症・抗アレルギー作用、免疫賦活作用、又は腸管免疫グロ
ブリン(IgA)誘導作用等の機能を示すことを見出した。
【００１２】
このような乳酸菌やその培養物は、機能性を有する発酵食品等の開発に非常に有用なも
のである。例えばこのような乳酸菌やその培養物を使用することにより、抗炎症・抗アレ
ルギー作用、免疫賦活作用又は腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用等の機能を有する飲食
品や医薬品等を製造することができる。例えば、分離した乳酸菌をスターターとして接種
して、かぶらずし、あじなれずし、ヨーグルト等の乳酸発酵食品の製造を行うことにより
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、おいしさとともに機能性が付与又は強化された乳酸発酵食品を提供することができる。
また、該乳酸菌をスターターとして使用し、発酵食品を製造することで、発酵過程の管理
が容易になるとともに、最終製品の安定性、機能性が増大するという効果が得られる。
【００１３】
本発明は上記知見に基づき完成されたものであり、以下の抗炎症・抗アレルギー作用、
免疫賦活作用、又は腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用の機能を有する乳酸菌やその培養
物を有効成分とする抗炎症・抗アレルギー剤、免疫賦活剤、及び腸管免疫賦活剤、その培
養物が抗炎症・抗アレルギー作用、免疫賦活作用、又は腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作
用を示す乳酸菌、該培養物又は乳酸菌を用いる発酵食品の製造方法等を提供する。
【００１４】
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本発明は、以下の［１］〜［１３］に関する。
［１］あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、
いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発
酵食品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とすることを特
徴とする抗炎症・抗アレルギー剤。
［２］あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、
いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発
酵食品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とすることを特
徴とする免疫賦活剤。
［３］あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、
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いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発
酵食品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とすることを特
徴とする腸管免疫賦活剤。
［４］乳酸菌が、ラクトバチラス・ブフネリ（Lactobacillus buchneri） AN1‑1（受託番
号：NITE P‑1123）、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託
番号：NITE P‑1256）、ラクトバチラス・パラプランタラム（Lactobacillus paraplantar
um） AN5‑1、ラクトバチラス・プランタム（Lactobacillus plantarum） ANP7‑1（受託番
号：NITE P‑1224）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託番
号：NITE P‑1125）、ラクトバチラス・カゼイ（Lactobacillus casei） SB104LC （受託
番号：NITE P‑1259）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus ethanol

50

(6)

JP 2013‑193996 A 2013.9.30

idurans） SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種の
乳酸菌であり、その培養物が抗炎症・抗アレルギー作用を有することを特徴とする前記［
１］記載の抗炎症・抗アレルギー剤。
［５］乳酸菌が、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） BN1‑2
（受託番号：NITE P‑1258）、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchn
eri） ANP2‑1（受託番号：NITE P‑1257）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcu
s faecalis） SB103（受託番号：NITE P‑1127）及びロイコノストック・スペシ―ズ（Leu
conostoc sp.） KK101 （受託番号：NITE P‑1239)からなる群より選択される少なくとも
１種の乳酸菌であり、その培養物が免疫賦活作用を有することを特徴とする前記［２］記
10

載の免疫賦活剤。
［６］乳酸菌が、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託番号
：NITE P‑1256）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託番号
：NITE P‑1125）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis） SB103（受
託番号：NITE P‑1127）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus ethan
olidurans） SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種
の乳酸菌であり、その培養物が腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用を有することを特徴と
する前記［３］に記載の腸管免疫賦活剤。
［７］あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、
いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発
酵食品より分離された乳酸菌であって、該乳酸菌及び／又はその培養物が１）抗炎症・抗
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アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用からな
る群より選択される少なくも１つの機能を有することを特徴とする乳酸菌。
［８］ラクトバチラス・ブフネリ（Lactobacillus buchneri） AN1‑1（受託番号：NITE P
‑1123）、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託番号：NITE
P‑1256）、ラクトバチラス・パラプランタラム（Lactobacillus paraplantarum） AN5‑1
、ラクトバチラス・プランタム（Lactobacillus plantarum） ANP7‑1（受託番号：NITE P
‑1224）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託番号：NITE P‑
1125）、ラクトバチラス・カゼイ（Lactobacillus casei）

SB104LC （受託番号：NITE

P‑1259）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus ethanolidurans） S
B108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種であって、該乳
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酸菌及び／又はその培養物が抗炎症・抗アレルギー作用を有することを特徴とする前記［
７］記載の乳酸菌。
［９］ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） BN1‑2（受託番号
：NITE P‑1258）、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） ANP2
‑1（受託番号：NITE P‑1257）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis
） SB103（受託番号：NITE P‑1127）及びロイコノストック・スペシ―ズ（Leuconostoc s
p.） KK101 （受託番号：NITE P‑1239)からなる群より選択される少なくとも１種であっ
て、該乳酸菌及び／又はその培養物が免疫賦活作用（IL‑12誘導活性）を有することを特
徴とする前記［７］記載の乳酸菌。
［１０］ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託番号：NITE P
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‑1256）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託番号：NITE P‑
1125）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis） SB103（受託番号：N
ITE P‑1127）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus ethanolidurans
） SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種であって、
該乳酸菌及び／又はその培養物が腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用を有することを特徴
とする前記［７］記載の乳酸菌。
［１１］前記［７］〜［１０］のいずれか一項に記載の乳酸菌又はその培養物の、１）抗
炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作
用からなる群より選択される少なくとも１つの機能を有する飲食品製造のための使用。
［１２］１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリ
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ン(IgA)誘導作用からなる群より選択される少なくも１つの機能を有する発酵食品の製造
方法であって、前記［７］〜［１０］のいずれか一項に記載の乳酸菌又はその培養物を添
加して発酵させる工程を含むことを特徴とする製造方法。
［１３］１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリ
ン(IgA)誘導作用からなる群より選択される少なくも１つの機能を有する発酵食品の製造
方法であって、前記［７］〜［１０］のいずれか一項に記載の乳酸菌又はその培養物を添
加して発酵させる工程を含むことを特徴とするイカ野菜詰め米麹まぶしの製造方法。
【発明の効果】
【００１５】
本発明の乳酸菌又はその培養物を用いると、抗炎症・抗アレルギー作用、免疫賦活作用

10

又は腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用の機能を有する発酵食品等の飲食品及び医薬等を
製造することができる。さらに、本発明の乳酸菌をスターターとして使用し、発酵食品等
を製造することで、発酵過程の管理が容易になるとともに、最終製品の安定性、機能性が
増大するという効果も得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、乳酸菌入りイカ野菜詰め米麹まぶしの製造方法の一例を示す図である。
【図２】図２は、各種乳酸菌体によるマウス骨髄由来樹状細胞におけるIL‑12(p70) 産生
誘導試験の結果（上図）、及びIL‑10産生誘導試験の結果（下図）を示す図である。
【図３】図３は、各種乳酸菌入り米麹懸濁液によるマウス骨髄由来樹状細胞におけるIL‑1
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2(p70) 産生誘導試験の結果（上図）、及びIL‑10産生誘導試験の結果（下図）を示す図で
ある。
【図４】図４は、各種乳酸菌によるマウスパイエル板細胞におけるtotal IgA産生誘導試
験の結果を示す図（上図：乳酸菌菌体を用いた場合、下図：米麹懸濁液を用いた場合）で
ある。
【図５】図５は、各種乳酸菌体によるサイトカイン(INF‑γ、IL‑10)産生誘導試験の結果
を示す図である。
【図６】図６は、各乳酸菌投与群における耳介の厚さを示す図である。
【図７】図７は、各乳酸菌投与群における生成IgE濃度を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
以下、本発明を詳細に説明する。
本発明における乳酸菌の培養物は、あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶ
らずし、大根ずし、山廃酒母、いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より
選択される少なくとも１種の発酵食品より分離した乳酸菌１種又は２種以上の培養物であ
って、下記１）〜３）の少なくも１つの機能を有するものである。
１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、又は３）腸管免疫グロブリン(IgA)
誘導作用
本発明における乳酸菌は、あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、
大根ずし、山廃酒母、いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択され
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る少なくとも１種の発酵食品より分離された乳酸菌であり、該乳酸菌及び／又はその培養
物が前記１）〜３）の少なくも１つの機能を有する乳酸菌であればよい。このような乳酸
菌も、本発明に包含される。該乳酸菌やその培養物が前記機能を有することは公知の方法
、例えば、実施例に記載の方法で確認することができる。
【００１８】
前記乳酸菌の分離源であるあじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、
大根ずし、山廃酒母、いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けは、いずれも石川県の伝
統的な発酵食品であり、市販されている。また、既知の方法により製造することもできる
。乳酸菌の分離及び同定は、自体公知の方法により行うことができる。
【００１９】
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本発明における乳酸菌の培養物は、通常、前記乳酸菌を培地で培養した培養液、又はそ
の処理物である。培養物には、乳酸菌が含まれていることが好ましい。乳酸菌は、１種で
あってもよく、２種以上であってもよい。培養液又は培養液の処理物として、該培養液又
は培養液の希釈液又は濃縮液、該培養液を乾燥させて得られる乾燥物、該培養液の粗精製
物若しくは精製物、又はその乾燥物等が挙げられる。粗精製又は精製の方法は、本発明の
効果を奏することになる限り特に限定されず、公知の手法により行うことができる。
【００２０】
本発明における乳酸菌の培養物は、後述する乳酸菌を、公知の方法で培養することによ
り得られる。例えば、後述するような前記発酵食品から分離した乳酸菌を、培地中で通常
の条件で培養することにより得ることができる。培地は、乳酸菌の培養に通常使用される

10

炭素源、窒素源、ミネラル等を含むものであればよく、天然培地又は合成培地等を用いる
ことができる。好ましくは、液体培地を用いる。培養物を得るための培養は、例えば、培
養温度は、約5〜45℃とすることが好ましく、約25〜37℃とすることがより好ましい。培
地のｐＨは、例えば約4〜8とすることが好ましく、約6〜7とすることがより好ましい。同
時にｐＨを制御してもよく、酸又はアルカリを用いてｐＨの調整を行うことができる。ま
た、ｐＨ３付近でも乳酸生成能を有する菌については、培地のｐＨを３付近とすることも
できる。培養時間は、通常約24時間以上が好ましく、より好ましくは約48〜96時間である
。培養は、好気条件下で行ってもよく、嫌気条件下で行ってもよい。好ましくは嫌気条件
下で行う。
このように培養した培養液を培養物として使用することができる。

20

【００２１】
炭素源としては、例えばグルコース、フルクトース、ガラクトース、マンノース、ラク
トース、スクロース、セロビオース、廃糖蜜、グリセロール等が挙げられ、好ましくはグ
ルコース、スクロース等である。窒素源としては、無機態窒素源では、例えばアンモニア
、アンモニウム塩等、有機態窒素源では、例えば尿素、アミノ酸、タンパク質等をそれぞ
れ単独もしくは２種以上を混合して用いることができ、好ましくはアンモニウム塩、アミ
ノ酸等である。またミネラル源として、おもにＫ、Ｐ、Ｍｇ、Ｓなどを含む、例えばリン
酸一水素カリウム、硫酸マグネシウム等を用いることができる。この他にも必要に応じて
、ペプトン、肉エキス、酵母エキス、コーンスティープリカー、カザミノ酸やビオチン、
チアミン等の各種ビタミン等の栄養素を培地に添加することもできる。培地中の炭素源、
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窒素源等の濃度は、乳酸菌が生育できる通常の濃度であればよく、特に限定されない。通
常、培養開始時の炭素源濃度は０．１〜１５％（ｗｔ）程度が好ましく、より好ましくは
１〜１０％（ｗｔ）程度である。培養開始時の窒素源の濃度は、通常０．１〜１５％（ｗ
ｔ）程度、好ましくは１〜１５％（ｗｔ）程度、より好ましくは１〜１０％（ｗｔ）程度
とすればよい。
【００２２】
本発明における前記発酵食品から分離した乳酸菌として、後記の表１及び表６に示され
る乳酸菌等が好ましい。乳酸菌は、生菌であってもよく、死菌であってもよいが、生菌が
好ましい。菌の形態も特に限定されず、菌体乾燥物等であってもよい。
表１及び表６に示される乳酸菌のうち、ラクトバチラス・ブフネリ（Lactobacillus bu
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chneri） AN1‑1及びSB21、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN1‑5、
AN3‑5及びSB109、ラクトバチラス・プランタラム

(Lactobacillus plantarum) AN3‑2及

びANP7‑1、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） BN1‑2及びAN
P2‑1、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11、エンテロコッカス・フ
ェカリス（Enterococcus faecalis） SB103、ラクトバチラス・カゼイ (Lactobacillus c
asei) SB104LC、ワイセラ・ヘレニカ（Weissella hellenica） SB105、ぺディオコッカス
・エタノリデュランス(Pediococcus ethanolidurans) SB108及びロイコノストック・スペ
シ―ズ(Leuconostoc sp.) KK101は、日本国千葉県木更津市かずさ鎌足2‑5‑8（郵便番号29
2‑0818）の独立行政法人製品評価技術基盤機構
以下の受託番号で受託された。

特許微生物寄託センターに寄託申請し、
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Lactobacillus buchneri AN1‑1（受託番号：NITE P‑1123）（受託日：2011年8月12日）
Lactobacillus brevis AN1‑5（受託番号：NITE P‑1124）（受託日：2011年8月12日）
Lactobacillus plantarum AN3‑2（受託番号：NITE P‑1255）（受託日：2012年2月24日）
Lactobacillus brevis AN3‑5（受託番号：NITE P‑1256）（受託日：2012年2月24日）
Lactobacillus parabuchneri BN1‑2（受託番号：NITE P‑1258）（受託日：2012年2月24日
）
Lactobacillus parabuchneri ANP2‑1（受託番号：NITE P‑1257）（受託日：2012年2月24
日）
Lactobacillus plantarum ANP7‑1（受託番号：NITE P‑1224）（受託日：2012年2月3日）
Lactobacillus sakei KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125）（受託日：2011年8月12日）

10

Lactobacillus buchneri SB21（受託番号：NITE P‑1139）（受託日：2011年8月30日）
Enterococcus faecalis SB103（受託番号：NITE P‑1127）（受託日：2011年8月12日）
Lactobacills casei SB104LC （受託番号：NITE P‑1259）（受託日：2012年2月24日）
Weissella hellenica SB105（受託番号：NITE P‑1128）（受託日：2011年8月12日）
Pediococcus ethanolidurans SB108（受託番号：NITE P‑1228）（受託日：2012年2月3日
）
Lactobacillus brevis SB109（受託番号：NITE P‑1260）（受託日：2012年2月24日）
Leuconostoc sp. KK101 （受託番号：NITE P‑1239）（受託日：2012年2月15日）
【００２３】
表１及び表６に示す乳酸菌の中でも、例えば、ラクトバチラス・ブフネリ（Lactobacil
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lus buchneri） AN1‑1、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5、ラ
クトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） （BN1‑2又はANP2‑1）、ラ
クトバチラス・パラプランタラム（Lactobacillus paraplantarum） AN5‑1、ラクトバチ
ラス・プランタム（Lactobacillus plantarum） ANP7‑1、ラクトバチラス・サケイ（Lact
obacillus sakei） KP7‑11、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis）
SB103、ラクトバチラス・カゼイ（Lactobacillus casei） SB104LC、ペディオコッカス・
エタノリデュランス（Pediococcus ethanolidurans） SB108、ロイコノストック・スペシ
―ズ（Leuconostoc sp.） KK101等が好ましい。より好ましくは、Lactobacillus buchner
i AN1‑1、Lactobacillus brevis AN3‑5、Lactobacillus paraplantarum AN5‑1、Lactobac
illus sakei KP7‑11、Enterococcus faecalis SB103、Lactobacillus casei SB104LC等で
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ある。
【００２４】
前記乳酸菌の中で、ラクトバチラス・ブフネリ（Lactobacillus buchneri） AN1‑1（受
託番号：NITE P‑1123）、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（
受託番号：NITE P‑1256）、ラクトバチラス・パラプランタラム（Lactobacillus parapla
ntarum） AN5‑1、ラクトバチラス・プランタム（Lactobacillus plantarum） ANP7‑1（受
託番号：NITE P‑1224）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受
託番号：NITE P‑1125）、ラクトバチラス・カゼイ（Lactobacillus casei） SB104LC （
受託番号：NITE P‑1259）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus eth
anolidurans） SB108（受託番号：NITE P‑1228)は、該乳酸菌及びその培養物が高い抗炎

40

症・抗アレルギー作用を示すものであるため好ましい。
【００２５】
前記乳酸菌の中で、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parabuchneri） B
N1‑2（受託番号：NITE P‑1258）、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lactobacillus parab
uchneri） ANP2‑1（受託番号：NITE P‑1257）、エンテロコッカス・フェカリス（Enteroc
occus faecalis） SB103（受託番号：NITE P‑1127）及びロイコノストック・スペシ―ズ
（Leuconostoc sp.） KK101 （受託番号：NITE P‑1239)は、該乳酸菌及びその培養物が高
い免疫賦活作用（例えば、IL‑12誘導活性）を示すものであるため好ましい。
【００２６】
前記乳酸菌の中で、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis） AN3‑5（受託
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番号：NITE P‑1256）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus sakei） KP7‑11（受託
番号：NITE P‑1125）、エンテロコッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis） SB103
（受託番号：NITE P‑1127）及びペディオコッカス・エタノリデュランス（Pediococcus e
thanolidurans） SB108（受託番号：NITE P‑1228)は、該乳酸菌及びその培養物が高い腸
管免疫グロブリン(IgA)誘導作用を示すものであるため好ましい。
【００２７】
抗炎症・抗アレルギー作用を有する培養物として、Lactobacillus buchneri AN1‑1（受
託番号：NITE P‑1123）、Lactobacillus brevis AN3‑5（受託番号：NITE P‑1256）、Lact
obacillus paraplantarum AN5‑1、Lactobacillus plantarum ANP7‑1（受託番号：NITE P‑
1224）、Lactobacillus sakei KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125）、Lactobacillus casei
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SB104LC （受託番号：NITE P‑1259）及びPediococcus ethanolidurans SB108（受託番
号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種の乳酸菌の培養物等が好まし
い。このような乳酸菌１種又は２種以上の培養物は、高い抗炎症・抗アレルギー作用を示
すものであるため好ましい。
【００２８】
免疫賦活作用を有する培養物として、Lactobacillus parabuchneri BN1‑2（受託番号：
NITE P‑1258）、Lactobacillus parabuchneri ANP2‑1（受託番号：NITE P‑1257）、Enter
ococcus faecalis SB103（受託番号：NITE P‑1127）及びLeuconostoc sp. KK101 （受託
番号：NITE P‑1239 )からなる群より選択される少なくとも１種の乳酸菌の培養物等が好
ましい。このような乳酸菌１種又は２種以上の培養物は、高い免疫賦活作用（例えば、IL

20

‑12誘導活性）を示すものであるため好ましい。
【００２９】
腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用を有する培養物として、Lactobacillus brevis AN3‑
5（受託番号：NITE P‑1256）、Lactobacillus sakei KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125）
、Enterococcus faecalis SB103（受託番号：NITE P‑1127）及びPediococcus ethanolidu
rans SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より選択される少なくとも１種の乳酸菌
の培養物等が好ましい。このような乳酸菌１種又は２種以上の培養物は、高い腸管免疫グ
ロブリン(IgA)誘導作用を示すものであるため好ましい。腸管免疫グロブリン(IgA)は腸管
免疫系に関与しているため、腸管免疫グロブリン（IgA）誘導作用を有する物質は、腸管
免疫を賦活する作用を示すものである。
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【００３０】
前記乳酸菌の培養物、及び前記乳酸菌は、発酵食品から分離された乳酸菌及びその培養
物であることから、安全性が高いものである。このような培養物及び乳酸菌は、１）抗炎
症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び／又は３）腸管免疫グロブリン(IgA)誘
導作用の機能を有する機能性食品等の飲食品、医薬等の製造のために好適に利用される。
中でも、抗炎症・抗アレルギー作用を有する飲食品、医薬等の製造に特に好適に用いられ
る。
【００３１】
本発明は、あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃
酒母、いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１
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種の発酵食品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とする抗
炎症・抗アレルギー剤も包含する。本発明の抗炎症・抗アレルギー剤の有効成分は、上述
した抗炎症・抗アレルギー作用を有する乳酸菌又はその培養物である。
【００３２】
本発明は、あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃
酒母、いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１
種の発酵食品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とする免
疫賦活剤も包含する。本発明の免疫賦活剤の有効成分である乳酸菌の培養物は、上述した
免疫賦活作用（例えば、IL‑12誘導活性）を有する乳酸菌又はその培養物である。
【００３３】
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本発明は、あじなれずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃
酒母、いか麹漬け、いか黒造り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１
種の発酵食品より分離した１種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物を有効成分とする腸
管免疫賦活剤も包含する。本発明の腸管免疫賦活剤の有効成分は、上述した腸管免疫グロ
ブリン(IgA)誘導作用を有する乳酸菌又はその培養物である。
本発明の抗炎症・抗アレルギー剤、免疫賦活剤、及び腸管免疫賦活剤における乳酸菌、
その培養物及びそれらの好ましい態様等は、上述したものと同じである。
【００３４】
本発明の抗炎症・抗アレルギー剤の有効成分として、ラクトバチラス・ブフネリ（Lact
obacillus buchneri） AN1‑1（受託番号：NITE P‑1123）、ラクトバチラス・ブレビス（L
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actobacillus brevis） AN3‑5（受託番号：NITE P‑1256）、ラクトバチラス・パラプラン
タラム（Lactobacillus paraplantarum） AN5‑1、ラクトバチラス・プランタム（Lactoba
cillus plantarum） ANP7‑1（受託番号：NITE P‑1224）、ラクトバチラス・サケイ（Lact
obacillus sakei） KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125）、ラクトバチラス・カゼイ（Lacto
bacillus casei） SB104LC （受託番号：NITE P‑1259）及びペディオコッカス・エタノリ
デュランス（Pediococcus ethanolidurans） SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群
より選択される少なくとも１種の乳酸菌又はその培養物が好ましい。
【００３５】
例えば、本発明の免疫賦活剤の有効成分として、ラクトバチラス・パラブフネリ（Lact
obacillus parabuchneri） BN1‑2（受託番号：NITE P‑1258）、ラクトバチラス・パラブ
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フネリ（Lactobacillus parabuchneri） ANP2‑1（受託番号：NITE P‑1257）、エンテロコ
ッカス・フェカリス（Enterococcus faecalis） SB103（受託番号：NITE P‑1127）及びロ
イコノストック・スペシ―ズ（Leuconostoc sp.） KK101 （受託番号：NITE P‑1239)から
なる群より選択される少なくとも１種の乳酸菌又はその培養物が好ましい。
【００３６】
本発明の腸管免疫賦活剤の有効成分として、ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillu
s brevis） AN3‑5（受託番号：NITE P‑1256）、ラクトバチラス・サケイ（Lactobacillus
sakei） KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125）、エンテロコッカス・フェカリス（Enteroco
ccus faecalis） SB103（受託番号：NITE P‑1127）及びペディオコッカス・エタノリデュ
ランス（Pediococcus ethanolidurans） SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群より
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選択される少なくとも１種の乳酸菌又はその培養物が好ましい。
【００３７】
本発明の抗炎症・抗アレルギー剤、免疫賦活剤、及び腸管免疫賦活剤は、前記乳酸菌や
その培養物に、所望により薬学上許容される公知の添加剤等を添加及び混合し、従来充分
に確立された公知の製剤製法を用いることにより容易に製造される。添加剤は特に限定さ
れず、公知のものを使用することができる。また必要ある場合には、他の薬剤との併用も
可能である。
本発明の抗炎症・抗アレルギー剤、免疫賦活剤、及び腸管免疫賦活剤の剤型は特に限定
されないが、経口投与の剤型が好ましい。
【００３８】
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乳酸菌又はその培養物の製剤中の含有量は、通常、最終製剤中に約０．０００００１〜
９９質量％である。前記乳酸菌又はその培養物の投与量は、本発明の効果を奏することに
なる限り特に限定されず、投与対象等に応じて適宜設定すればよい。
【００３９】
例えば、本発明の抗炎症・抗アレルギー剤は、副作用が少なく、長期間服用しても安全
なものであり、しかも例えば経口投与により優れた抗炎症・抗アレルギー作用を発揮する
ことから、アレルギーに関連する疾病等の治療及び／又は予防のための医薬として有用で
ある。また、本発明の免疫賦活剤及び腸管免疫賦活剤は、副作用が少なく、優れた免疫賦
活作用を発揮することから、例えば、免疫系を活性化するための医薬として好適に使用さ
れるものである。
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【００４０】
本発明の抗炎症・抗アレルギー剤、免疫賦活剤、及び腸管免疫賦活剤は、前述した医薬
品として用いることができるほか、機能性食品、特定保健用食品又はドリンク剤などの飲
食品として用いることができるものである。飲食品組成物中に含まれる乳酸菌又はその培
養物の量は、通常、最終組成物中に約０．０００００１〜９９質量％の範囲から適宜選択
して決定することができる。
【００４１】
本発明の抗炎症・抗アレルギー剤、免疫賦活剤、及び腸管免疫賦活剤は、食品添加剤等
としても好適に使用される。前記乳酸菌又はその培養物を含有する食品添加剤は、飲食品
の抗炎症・抗アレルギー作用、免疫賦活作用、及び腸管免疫賦活作用の少なくとも１つの
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作用を強化させるために好適に使用することができるものである。例えば、飲食品に本発
明の抗炎症・抗アレルギー剤、免疫賦活剤、及び腸管免疫賦活剤の１以上を添加すると、
該剤を添加しない場合と比較して飲食品の抗炎症・抗アレルギー作用、免疫賦活作用及び
腸管免疫賦活作用の１以上の作用を強化することができる。
【００４２】
前記乳酸菌又はその培養物は、１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及
び３）腸管免疫賦活作用の少なくとも１つの作用を有する飲食品の製造のために好適に使
用される。また、前記乳酸菌又はその培養物は、１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免
疫賦活作用、及び３）腸管免疫賦活作用の少なくとも１つの作用が強化された飲食品の製
造のために好適に使用される。その培養物が、１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫
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賦活作用、及び３）腸管免疫賦活作用の少なくとも１つの作用を有する、あじなれずし、
ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、いか麹漬け、いか黒造
り、及びうり糠漬けからなる群より選択される少なくとも１種の発酵食品より分離した１
種又は２種以上の乳酸菌又はその培養物の、１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦
活作用、及び３）腸管免疫賦活作用の少なくとも１つの機能が強化された飲食品を製造す
るための使用も、本発明に包含される。
【００４３】
前記乳酸菌又はその培養物を用いて前記飲食品を製造する方法は特に限定されず、例え
ば、飲食品の製造において前記乳酸菌又はその培養物を添加する方法等が挙げられる。飲
食品としては特に限定されないが、例えば後述する発酵食品等が好ましい。
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【００４４】
発酵食品の製造において、例えば、前記乳酸菌又はその培養物を添加して発酵させる工
程を含むことにより、１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び／又は３
）腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用の機能を有する、又は該機能が強化された発酵食品
を製造することができる。このような発酵食品の製造方法も、本発明に包含される。１）
抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び／又は３）腸管免疫グロブリン(IgA
)誘導作用の機能が強化されたとは、前記乳酸菌又はその培養物を添加しない場合と比較
して該食品が高い１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び／又は３）腸
管免疫グロブリン(IgA)誘導作用の機能を示すことをいう。
【００４５】
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発酵食品としては、乳酸発酵を利用して製造されるものが好ましく、例えば、あじなれ
ずし、ぶりなれずし、さばなれずし、かぶらずし、大根ずし、山廃酒母、いか麹漬け、い
か黒造り、うり糠漬け、イカ野菜詰め米麹まぶし等が好適である。これら以外にも、牛乳
等の哺乳類の乳又は豆乳から製造されるヨーグルト、乳酸菌入り米麹、ブルーベリージュ
ース等を用いたジェラート（アイスクリーム）、味噌、醤油、チーズ、清酒、ワイン、漬
物、パン等の製造において、前記乳酸菌の培養物、又は前記乳酸菌を使用することにより
、１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び／又は３）腸管免疫グロブリ
ン(IgA)誘導作用等の機能を有する、又は該機能が強化された発酵食品を製造することが
できる。
【００４６】
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本発明の発酵食品の製造方法においては、好ましくは、発酵食品の製造において、発酵
（好ましくは乳酸発酵）の際に前記乳酸菌又はその培養物を添加して発酵を行う。前記乳
酸菌又はその培養物の添加量、乳酸菌又はその培養物を添加して発酵させる条件等は、発
酵食品の種類等により適宜選択すればよく、特に限定されない。好ましくは、発酵温度は
約5〜45℃とする。添加する乳酸菌又はその培養物は、所望する機能に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、抗炎症・抗アレルギー作用を有する、又は該作用が強化された飲
食品を製造する場合には、Lactobacillus buchneri AN1‑1（受託番号：NITE P‑1123）、L
actobacillus brevis AN3‑5（受託番号：NITE P‑1256）、Lactobacillus paraplantarum
AN5‑1、Lactobacillus plantarum ANP7‑1（受託番号：NITE P‑1224）、Lactobacillus sa
kei KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125）、Lactobacillus casei SB104LC （受託番号：NIT
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E P‑1259）及びPediococcus ethanolidurans SB108（受託番号：NITE P‑1228)からなる群
より選択される少なくとも１種の乳酸菌、又はその培養物を用いることが好ましい。
【００４７】
例えば、前記乳酸菌をスターターとして接種して、乳酸発酵食品の製造を行うことも好
ましい。これにより、おいしさとともに機能性が付与された乳酸発酵食品を効率よく提供
することができる。また、該乳酸菌をスターターとして使用し、発酵食品を製造すること
で、発酵過程の管理が容易になるとともに、最終製品の安定性、機能性が増大するという
効果も得られる。
【００４８】
前記乳酸菌をスターターとして接種して、機能性をもたせた乳酸発酵食品の例として、
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乳酸菌入りイカ野菜詰め米麹まぶしの製造試作の例を以下の実施例１及び２で示した。本
来、能登イカの野菜詰めは、（株）四十萬谷本舗（石川県金沢市）で販売されている商品
である。奥能登の小木港は、全国でも指折りのイカの水揚げを誇り、そこで揚がったスル
メイカに、キャベツ、にんじん、加賀野菜の金時草を詰め、酢で漬けこんだもので、能登
の発酵文化のひとつ、魚醤『いしり』を隠し味に使った商品である。
【００４９】
本発明は、前記乳酸菌又はその培養物を添加して発酵させる工程を含むイカ野菜詰め米
麹まぶしの製造方法も包含する。このような方法により、１）抗炎症・抗アレルギー作用
、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリン(IgA)誘導作用からなる群より選択さ
れる少なくも１つの機能を有するイカ野菜詰め米麹まぶしを製造することができる。
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【００５０】
本発明の方法においては、例えば、通常のイカ野菜詰め米麹まぶしの製造方法において
、発酵の際に前記乳酸菌又はその培養物を添加し、通常採用される条件で発酵を行うこと
により１）抗炎症・抗アレルギー作用、２）免疫賦活作用、及び３）腸管免疫グロブリン
(IgA)誘導作用からなる群より選択される少なくも１つの機能を有するイカ野菜詰め米麹
まぶしを製造することができる。
【００５１】
本発明のイカ野菜詰め米麹まぶしの製造方法の好ましい態様の一例を説明する。、例え
ば、イカ（好ましくはスルメイカ）の内臓と足を抜き、胴は皮をむき、足と共に蒸すこと
が好ましい。キャベツ、人参、金時草、生姜などの野菜を刻み、前記乳酸菌を加えた甘酢
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に漬け込み、蒸したイカの胴に専用の治具等を用いて足と共に詰め込む。これに前記乳酸
菌を使用した種米麹を加えて発酵させることにより、イカ野菜詰め米麹まぶしを製造する
ことができる。発酵は、通常５〜３７℃程度で、より好ましくは１０〜２０℃程度で、１
〜２０日程度、より好ましくは５〜１０日程度行うことが好ましい。乳酸菌を含む種米麹
を加えた米麹の添加量は、イカ一杯につき５０〜２００ｇ程度とすることが好ましい。前
記乳酸菌を使用した種米麹（スターター）調製は、米麹に前記乳酸菌を添加し、５〜３７
℃で、より好ましくは１０〜２０℃程度で、１〜２０日間、より好ましくは５〜１０日程
度発酵させることにより製造することができる。米麹に対する乳酸菌の添加量は、米麹１
００ｇに対して、通常乳酸菌の生菌数で１０５〜１０１２程度である。
【実施例】
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【００５２】
以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、これらは本発明を何ら限定す
るものではない。
【００５３】
［実施例１］
１−１

乳酸菌の分離及び培養のための培地

「かぶらずし」及び「あじなれずし」等の発酵食品からの乳酸菌の分離には、MRS培地
（市販品、Difco社製）55gを最終液量が１Ｌとなるような濃度に純水で溶解し、これに終
濃度２％になるように寒天を添加して作製したプレートを使用した。
分離した乳酸菌の液体培養培地にはMRS培地（市販品、Difco社製）を使用した。

10

【００５４】
１−２

培養方法及び条件

乳酸菌を純粋培養する最初の基本培養は次の方法で行った。4 ml容バイアルとMRS液体
培地を別々に120℃、20分オートクレーブし、冷却後、MRS液体培地4 mlをバイアルに分注
した。滅菌したつまようじを用いて、乳酸菌コロニー又は冷凍保存液を一掻きMRS液体培
地の入ったバイアルにシードし、30℃で2〜3日間培養した。この培養液をそれぞれの目的
に応じて使用した。
【００５５】
１−３

発酵食品からの乳酸菌の分離方法

「かぶらずし」（（株）四十萬谷本舗）及び「あじなれずし」（柳田食産（株））等の

20

石川県の伝統発酵食品より種々の乳酸菌を分離した。その一方法として、これらの素材、
例えば米麹又は蒸し米部分の約1 gを計量し、生理食塩水10 mlで懸濁し、滅菌した0.85%
生理食塩水（10 ml/試験管）で適宜、希釈後、その0.1 mlをMRS寒天培地に塗布し、30℃
で2〜3日間培養し、コロニーを形成させた。その際、特別に嫌気条件にはしなかった。
【００５６】
それぞれの素材サンプルから得たコロニーのいくつか（8〜24コロニー程度）を4 ml MR
S液体培地（4 ml容バイアル中）にて、30℃、2〜3日間培養し、その培養液1 mlを滅菌し
た30%グリセリン1 mlの入ったバイアルに注入後、−80℃のフリーザーに保存するととも
に、残りの培養液を16SrRNA遺伝子の解析を行うためにゲノムDNAの調製に使用した。
30

【００５７】
１−４

１６ＳｒＲＮＡ遺伝子の解析による乳酸菌の同定

＜乳酸菌よりゲノムＤＮＡの調製＞
Wizard（登録商標）Genomic DNA Purification Kit (Promega社製)を使用して、乳酸菌
よりゲノム DNAを調製した。
【００５８】
＜ＰＣＲによる１６ＳｒＤＮＡ断片の増幅＞
前記で抽出したゲノムDNAから、ＰＣＲにより１６ＳｒＤＮＡ断片を増幅した。ＰＣＲ
はEx Taq（登録商標）DNA Polymerase (タカラバイオ社)を用いて行い、16SrDNA用プライ
マーとして以下の配列のプライマーを用いた。
40

[7‑F (プライマー名)]
5

‑AGAGTTTGATYMTGGCTCAG‑3

（配列番号１）

[1510‑R (プライマー名)]
5

‑ACGGYTACCTTGTTACGACTT‑3

（配列番号２）

配列番号１及び２中、Yは、C（シトシン）又はT（チミン）、Mは、A（アデニン）又はC
（シトシン）である。
【００５９】
PCRのサイクルは、以下の通りである。
９６℃、２分→（９６℃、１５秒→５０℃、１５秒→７２℃、１分３０秒）を２５サイク
ル→４℃で保温。
【００６０】
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増幅断片の精製は、QIAquick（登録商標）PCR purification kit (QIAGEN社) を使用し
て行った。キットで精製した DNA 溶液、並びに、前記の配列番号１のプライマー及び配
列番号２のプライマーを用いて、以下のサイクルで、PCR 機を用いて増幅反応した。
９６℃、１分→（９６℃、１０秒→５０℃、５秒→６０℃、４分）を３０サイクル。
【００６１】
反応後、X terminator（登録商標）Solution (BigDye X Terminator 精製キット、Appl
ied Biosystems社製) を使用して反応液を精製し、得られた上清 40〜50μl をシークエ
ンサー用専用ラックに移し、Genetic Analyzer(製品名、3130xl Genetic Analyzer、Appl
ied Biosystems社製)を用いてシークエンス解析した。
10

【００６２】
実施例１において発酵食品から単離した菌株のうち、以下の実施例で、腸管免疫機能を
検討した菌種を表１にまとめた。
【００６３】
【表１】

20

30

【００６４】
表１に示す12種の乳酸菌のうち、Lactobacillus buchneri AN1‑1、Lactobacillus brev
is AN3‑5、Lactobacillus parabuchneri BN1‑2、Lactobacillus parabuchneri ANP2‑1、L
actobacillus plantarum ANP7‑1、Lactobacillus sakei KP7‑11、Enterococcus faecalis
SB103、Pediococcus ethanolidurans

SB108、Lactobacillus brevis SB109及びLeucono

stoc sp. KK101については、日本国千葉県木更津市かずさ鎌足2‑5‑8（郵便番号292‑0818
）の独立行政法人製品評価技術基盤機構

特許微生物寄託センターに寄託申請し、以下の

受託番号で受託された。

40

Lactobacillus buchneri AN1‑1（受託番号：NITE P‑1123）（受託日：2011年8月12日）
Lactobacillus brevis AN3‑5（受託番号：NITE P‑1256）（受託日：2012年2月24日）
Lactobacillus parabuchneri BN1‑2（受託番号：NITE P‑1258）（受託日：2012年2月24日
）
Lactobacillus parabucneri ANP2‑1（受託番号：NITE P‑1257）（受託日：2012年2月24日
）
Lactobacillus plantarum ANP7‑1（受託番号：NITE P‑1224）（受託日：2012年2月3日）
Lactobacillus sakei KP7‑11（受託番号：NITE P‑1125）（受託日：2011年8月12日）
Enterococcus faecalis SB103（受託番号：NITE P‑1127）（受託日：2011年8月12日）
Pediococcus ethanolidurans SB108（受託番号：NITE P‑1228）（受託日：2012年2月3日
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）
Lactobacillus brevis SB109（受託番号：NITE P‑1260）（受託日：2012年2月24日）
Leuconostoc sp. KK101（受託番号：NITE P‑1239）（受託日：2012年2月15日）
【００６５】
以下の実施例中、表１に示した乳酸菌の菌種名を略し、菌株名のみで表す場合もある。
例えば、AN1‑1は、Lactobacillus buchneri AN1‑1を意味する。
【００６６】
［実施例２］
腸管免疫機能の検討
２−１

使用菌株

10

石川県の発酵食品から単離された表１に示す１２種の乳酸菌を用いた。
【００６７】
２−２

菌体懸濁液の調製

乳酸菌の純粋培養は次の方法で行った。4ml容バイアルとMRS液体培地を別々に120℃、2
0分オートクレーブし、冷却後、MRS 4mlをバイアルに分注した。滅菌したつまようじを用
いて、乳酸菌の冷凍保存液を一掻きMRS培地の入ったバイアルにシードし、30℃で3日間培
養した。その培養液の1 mlを1.5 ml容エッペンドルフチューブにて、10,000rpm、5 分間
遠心分離して、菌体を集菌し、その菌体湿重量を測定した。その重量が10 mgを超えない
場合にはさらにその上に1mlの培養液を加え、湿重量が10 mgを超えるまで前記操作を繰り
返した。集菌後、1 mlの生理食塩水にて菌懸濁液を調製し、冷凍保存後、免疫機能測定に

20

使用した。冷凍保存した各分析用サンプル（菌体の冷凍保存液）は、以下の表２に示す通
りであった。
【００６８】
【表２】

30

40

【００６９】
２−３

種米麹の調製、仕込み

表１に示す１２種の乳酸菌それぞれを米麹に接種して、種米麹(1)〜(12)を調製した。
表１に示す１２種の乳酸菌それぞれについて、滅菌したつまようじを用いて、菌体の冷凍
保存液を一掻き4mlのMRS培地の入ったバイアルにシードし、30℃で3日間培養した。その
全量を、菌種ごとに200mlのMRS液体培地/300ml容三角フラスコにシードし、30℃、3日間
本培養した。菌種ごとに、その培養液の全量を50 ml容ファルコンチューブにて、8,000rp
m、10 分間遠心分離して、菌体を集菌し、滅菌した0.85％生理食塩水で2回洗浄した。そ
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れらの菌をそれぞれ生理食塩水40mlで懸濁し、米麹100gに接種し、12℃で、12日間発酵さ
せて種米麹(1)〜(12)を得た。発酵終了時の菌数測定として、各米麹約1gをサンプリング
し、生理食塩水10mlで懸濁し、生理食塩水10mlで適宜、希釈後、その0.1mlをMRS寒天培地
に塗沫し、30℃で2〜3日間培養し、コロニーを形成させた。その際、特別に嫌気条件には
しなかった。コロニー数をカウントすることによって米麹1g当たりの菌数を算出した。
また、種米麹の発酵終了後、それぞれの菌種毎に、得られた種米麹を15 ml容ファルコ
ンチューブにほぼ10gずつ分取し、−30℃にて冷凍保存した。この冷凍種米麹をイカ野菜
詰め米麹まぶし用の種菌として使用した。冷凍前の各種米麹における生菌数を、以下の表
３に示す。
【００７０】
【表３】

10

20

30
【００７１】
２−４

乳酸菌入りイカ野菜詰め米麹まぶしの製法及び試作

図１に乳酸菌入りイカ野菜詰め米麹まぶしの製法の概要を示す。乳酸菌入りイカ野菜詰
め米麹まぶしの試作は、株式会社四十萬谷本舗（石川県金沢市）が行った。
前記２−３で調製した、乳酸菌を米麹100ｇに混ぜて12℃で発酵させ、冷凍保存した各
種米麹（表３の(1)〜(12)）10gをそれぞれスターターとした。そして以下の基本的な調合
及び操作で試作を行った。スターター米麹10gを新たな米麹150gに混ぜたものをイカ1匹分
として使用し、イカ野菜詰め米麹まぶし試作品とし、12℃で7日間発酵させて、イカ野菜
詰め米麹まぶし試作品(1)〜(12)を得た。また、乳酸菌を添加しない米麹を用いた以外は
同様の方法で、コントロールのイカ野菜詰め米麹まぶしを作製した。表1に示す12種の乳

40

酸菌それぞれをスターターとしたイカ野菜詰め米麹まぶし試作品(1)〜(12)及びコントロ
ールの発酵終了時の菌数測定として、各試作品から米麹約1gをサンプリングし、生理食塩
水10mlで懸濁した米麹の懸濁液を調製し、これを生理食塩水10mlで適宜、希釈後、その0.
1mlをMRS寒天培地に塗沫し、30℃で2〜3日間培養し、コロニーを形成させた。その際、特
別に嫌気条件にはしなかった。コロニー数をカウントすることによって米麹1g当たりの菌
数を算出した。この乳酸菌入りイカ野菜詰め米麹まぶしの各試作品における生菌数を、表
４に示す。なお、試作したイカ野菜詰め米麹まぶしは、通常、発酵終了後に真空パックし
、冷凍で保存する製品形態とすることができる。
また、同時に前記米麹の懸濁液を1ml採取し、冷凍保存後、免疫機能測定に使用した。
【００７２】
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【表４】

10

20
【００７３】
試作品の発酵終了時に菌数測定したプレートに生育するコロニーの観察の結果、スター
ターの接種によって、いずれのイカ野菜詰め米麹まぶし試作品にも、スターターとして使
用した菌種とほぼ同一の乳酸菌の菌種が観察された。その中で、一部混在菌が認められた
試作品があったので、それらの試作品について、混在菌を中心に5株ずつ採取し、菌種解
析をしたところ、表５に示すように、Lactobacillus sakeiやLactobacillus brevis、Lac
tobacillus plantarum等が混在していた。
【００７４】
30
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【表５】

10

20

30

【００７５】
２−５

マウス骨髄由来樹状細胞を用いるIL‑12(p70) 産生誘導試験、及びIL‑10産生誘導

試験
マウスBALB/c(8週齢、メス、クレア)から骨髄細胞を採取し、RED BLOOD CELL LYSING B
UFFER(SIGMA R7757)を用いて溶血後、磁気ビーズを用いて標識した骨髄細胞からCD8、CD4
、I‑Ad、B220のいずれかも発現していない未分化な細胞をnegative画分として回収した。

40

得られた細胞はGM‑CSF conditioned medium を最終濃度10％で添加したRPMI1640培地(10
％仔ウシ胎児血清(Biowest)、100U/mlのペニシリン、100μg/wellのストレプトマイシン
、0.2mMのL‑グルタミン酸、1mMのピルビン酸、0.1mMの非必須アミノ酸、0.05ｍMの2‑メル
カプトエタノールを含むRPMI1640培地(Gibco))に3.0×105cells/mlで懸濁し、10mlずつ細
胞培養用シャーレ(BDF（登録商標）ALCON 353003)を用いて5％CO2条件下、37℃、8日間培
養を行った。
【００７６】
培養3日目には各シャーレにGM‑CSF conditioned mediumを含むRPMI1640培地を5mlずつ
加えた。培養終了後、骨髄由来樹状細胞を浮遊細胞として回収し、RPMI1640培地で洗浄後
、96well Cell Culture Cluster (Flat bottom;CORNING 3596)に100μl/well(1.0×105ce

50

(20)

JP 2013‑193996 A 2013.9.30

lls/well)でアプライした。そこへRPMI1640培地に懸濁した各乳酸菌菌体(乳酸菌菌体濃度
200μg/ml、又は20μg/ml)、あるいは前記２−４で調製した発酵終了後のイカ野菜詰め米
麹まぶし試作品の米麹懸濁液(米麹を10重量％添加したもの、又は2重量％添加したもの)
をそれぞれ100μl/wellで加えた試験溶液について、5％CO2条件下、37℃、24hr培養を行
った。なお、培養は各サンプルに対してn＝3wellで実施した。培養上清中のIL‑10濃度、I
L‑12(p70)濃度はそれぞれOptEIA Mouse IL‑10ELISA Set(BD社、カタログ番号 555252)、O
ptEIA Mouse IL‑12(p70)ELISA Set(BD社、カタログ番号 555256)を用いて測定した。
【００７７】
各種乳酸菌体によるマウス骨髄由来樹状細胞におけるIL‑12(p70) 産生誘導試験、IL‑10
産生誘導試験の結果を図２に、各種乳酸菌入り米麹懸濁液によるマウス骨髄由来樹状細胞

10

におけるIL‑12(p70) 産生誘導試験の結果、及びIL‑10産生誘導試験の結果を図３に示す。
【００７８】
図２の上図（IL‑12(p70) 産生誘導試験結果）及び下図（IL‑10産生誘導試験結果）中、
薄いグレーのバーは、各乳酸菌体の200μg/ml懸濁液を添加した場合（試験溶液中の乳酸
菌体濃度は100μg/ml）の培養上清中のIL‑12(p70)濃度（上図）及びIL‑10濃度（下図）で
あり、濃いグレーのバーは、各乳酸菌菌体の20μg/ml懸濁液を添加した場合（試験溶液中
の乳酸菌体濃度は10μg/ml）の培養上清中のIL‑12(p70)濃度（上図）及びIL‑10濃度（下
図）である。
【００７９】
図３の上図（IL‑12(p70) 産生誘導試験結果）及び下図（IL‑10産生誘導試験結果）中、
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薄いグレーのバーは、各米麹懸濁液の10重量％懸濁液を添加した場合（試験溶液中の米麹
濃度は５重量％）の培養上清中のIL‑12(p70)濃度（上図）及びIL‑10濃度（下図）であり
、濃いグレーのバーは、各米麹懸濁液の２重量％懸濁液を添加した場合（試験溶液中の米
麹濃度は１重量％）の培養上清中のIL‑12(p70)濃度（上図）及びIL‑10濃度（下図）であ
る。
【００８０】
図２に示す結果より、乳酸菌菌体では100μg/mlの作用濃度で高いIL‑12(p70)、IL‑10の
産生誘導活性をもつ菌株が認められた。IL‑12(p70)産生誘導活性のみをもつ菌株はBN1‑2
、ANP2‑1、SB103、KK101であり、最も活性が高かったのはSB103であった。IL‑10産生誘導
活性のみをもつ菌株は存在しなかった。IL‑12(p70) 産生誘導、IL‑10産生誘導ともに活性

30

が高かったのはKP7‑11であった。IL‑12(p70)、IL‑10ともに産生誘導活性をもつ菌株はAN1
‑1、AN3‑5、AN5‑1、AP7‑1、KP7‑11、SB108であり、IL‑12(p70)/IL‑10比が最も高いのはAN
5‑1で、最も低いのはANP7‑1であった。
【００８１】
図３に示すように、各乳酸菌を添加して発酵させた米麹の懸濁液についても、IL‑12(p7
0)、IL‑10の産生誘導活性を示すことが認められた。なお、コントロールについてもある
程度のIL‑12(p70)、IL‑10の産生誘導活性が認められたが、これは、米麹の発酵液の影響
などが考えられた
【００８２】
したがって菌体でのデータを基に判断するとSB103、ANP2‑1等が免疫賦活活性を有する
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ことが示された。AN1‑1、AN5‑1、AN3‑5、SB108、KP7‑11、ANP7‑1は免疫寛容の誘導や抗炎
症作用など免疫調節作用を有することが示された。
【００８３】
２−６

各種乳酸菌によるマウスパイエル板細胞におけるtotal IgA産生誘導試験

マウスBALB/c(8週齢、メス、クレア)からパイエル板細胞を調製し、RPMI1640培地(10％
仔ウシ胎児血清(Biowest)、100U/mlのペニシリン、100μg/wellのストレプトマイシン、0
.2mMのL‑グルタミン酸、1mMのピルビン酸、0.1mMの非必須アミノ酸、0.05ｍMの2‑メルカ
プトエタノールを含むRPMI1640培地(Gibco))に懸濁した。細胞懸濁液は抗CD3抗体をコー
ティングした96穴プレート(BD BioCoat; BD 354720)に100μl/well(5.0×106cells/well)
でアプライした。そこへRPMI1640培地に懸濁した各乳酸菌菌体（乳酸菌菌体濃度200μg/m
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l、又は20μg/ml)、あるいは前記で製造した発酵後のイカ野菜詰め米麹まぶし試作品の米
麹懸濁液(米麹を10重量％添加したもの、又は2重量％添加したもの)をそれぞれ100μl/we
llで加えた試験溶液について、5％CO2条件下、37℃、5日間培養を行った。なお、培養は
各サンプルに対してn＝3wellで実施した。培養上清中のtotal IgA濃度はELISA Quantitat
ion Kit(BETHYL E90‑103)を用いて測定した。
【００８４】
その結果を図４に示す。図４の上図中、薄いグレーのバーは、各乳酸菌体の200μg/ml
懸濁液を添加した場合（試験溶液中の乳酸菌体濃度は100μg/ml）の培養上清中のtotal I
gA濃度であり、濃いグレーのバーは、各乳酸菌菌体の20μg/ml懸濁液を添加した場合（試
験溶液中の乳酸菌体濃度は10μg/ml）のtotal IgA濃度である。図４の下図中、薄いグレ
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ーのバーは、各米麹の10重量％懸濁液を添加した場合（試験溶液中の米麹濃度は５重量％
）の培養上清中のtotal IgA濃度であり、濃いグレーのバーは、各米麹の２重量％懸濁液
を添加した場合（試験溶液中の米麹濃度は１重量％）の培養上清中のtotal IgA濃度であ
る。
【００８５】
図４に示すように、乳酸菌菌体では試験溶液中の濃度が10μg/mlの場合、100μg/mlの
場合ともに多くのサンプルでIgA産生誘導活性を示した。中でもKP7‑11 、SB103、SB108は
高い活性を示した。米麹懸濁液ではコントロールでも比較的高い活性が認められた。SB10
8において比較的高いIgA産生誘導活性が認められたが、ばらつきが大きかった。
したがって、菌体に明白にIgA産生誘導活性が認められ、特にKP7‑11、SB103、SB108は
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高い産生誘導能を有することが示された。
【００８６】
［実施例３］
マウス腹腔マクロファージを用いたin vitroサイトカイン産生誘導試験
７周齢のBALB/cマウスの腹腔内に2mlのチオグリコール酸溶液を注射し、3〜4日後、マ
ウスを解剖し、腹腔マクロファージを集めた。これをRPMI培地にマクロファージ細胞が2
× 106/mlとなるように懸濁し、96穴マイクロタイタープレートに100μlずつ分注した。
次に、予めMRS培地にて培養し、集菌、洗浄しておいた検体とする各種乳酸菌（実施例１
で分離したもの）をRPMI培地にて1 x 108/mlとなるように調製し、同じく96穴マイクロタ
イタープレートに100μlずつ分注し、マクロファージ細胞と混合した。それを5% CO2気流
下におかれたインキュベーターで、37℃、24時間、静置反応した。そしてその反応液の上
清液について、市販のELISA Kitにて、IL‑12(p70)、IL‑10、IL‑4、INF‑γ、TNF‑α等の産
生量を定量した。その中で、産生が明瞭に確認されたIL‑10とINF‑γに関する結果を図５
に示した。図５中、白いバーはINF‑γ濃度であり、黒いバーはIL‑10濃度である。また、
その際に検体として用いた乳酸菌株を表６に示した。コントロールは検体無添加を意味す
る。
【００８７】
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【表６】
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【００８８】
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その結果、SB104LC、AN3‑5に強いINF‑γ誘導能が認められた。また、AN3‑5に強いIL‑10
産生抑制能が認められた。
【００８９】
［実施例４］
ピクリルクロライドにより皮膚炎を発症させたNa/Ngaマウスにおける抗炎症（抗アレルギ
ー）試験
【００９０】
皮膚炎モデルマウスのNa/Ngaマウスは日本エスエルシー（株）の４週齢、オスを使用し
た。予備飼育を１週間行った。乳酸菌AN3‑5及びSB104LCそれぞれをMRS液体培地で培養し
、菌体を集菌し、生理食塩水で洗浄後、凍結乾燥した。凍結乾燥菌体の生菌数はAN3‑5は1
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.3 × 109/mg、SB104LC は1.4 × 109/mgであった。凍結乾燥菌体1mg及び10mgを生理食塩
水に懸濁し、カテーテルにて予備飼育後のマウスの胃内に毎日１回強制投与した。各投与
群に対し、６匹のマウスを使用した。同時に予備飼育後のマウスに5%ピクリルクロライド
(PCI)を腹部と後ろ足に塗布し、その後、週に一度のペースで1%PCIを背部と耳介に塗布し
た。マウスは３ヶ月間飼育し、その投与効果を摂餌量、体重、臨床スコア（紅班・発赤、
浮腫、痂皮・乾燥、皮膚剥離の度合いをスコア化）、耳介の厚さ、ひっかき行動、血漿Ig
E量、臓器重量の測定によって検討した。
【００９１】
摂餌量において、有意差は見られず、ほぼ同量の餌を摂取しており、AN3‑5群、SB104LC
群及びコントロール群における体重の推移で、有意差は認められなかった。各臓器（心
臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓）の重量におけるAN3‑5群、SB104LC 群及びコントロール群の
間の有意差は見られなかった。臨床スコアにおいては有意差は認められなかったが、AN3‑
5群及びSB104LC 群はコントロール群と比べ、低い値となった。また、耳介の厚さに関し
ては、AN3‑5群及びSB104LC 群はコントロール群と比べ、有意に低値を示した。耳介の厚
さを、図６に示す。さらに、血漿IgE濃度においても、AN3‑5群及びSB104LC 群はコントロ
ール群と比べ、有意に低値を示した。血漿IgE濃度を、図７に示す。以上により、乳酸菌A
N3‑5及びSB104LCは高い抗アレルギー作用をもつことが示された。

【図１】
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【図２】

【図３】
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