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日本医療研究開発機構 

 

酢酸による免疫グロブリン A の機能制御 

－腸内細菌の制御につながる新しい分子メカニズムの解明－ 

理化学研究所（理研）生命医科学センター粘膜システム研究チームの竹内直志

研修生、大野博司チームリーダーらの国際共同研究グループ※は、腸内細菌の主

要な代謝物である「酢酸」が「免疫グロブリン A（IgA）[1]」の細菌反応性を変化

させることで腸内細菌の制御に関与することを発見しました。 

本研究成果は、腸内細菌がその代謝物を介して IgA の機能制御に重要な役割

を果たしていることを示しており、今後、IgA の機能制御に関する理解を進める

ことで、腸内細菌の新しい制御法の開発につながるものと期待できます。 

IgA は腸内細菌を標的とする主要な免疫グロブリンですが、IgA と腸内細菌の

相互作用がどのように制御されているかは明らかになっていませんでした。 

今回、国際共同研究グループは、酢酸によって誘導される IgA が大腸菌などの

病原性片利共生細菌[2]に結合し、大腸表面の粘液層への侵入を阻止することを明

らかにしました。また、その作用機序として、酢酸が菌体成分[3]とともに IgA 産

生をサポートする CD4 陽性 T 細胞[4]の機能を強化することで、大腸菌反応性の

IgA を増加させることも明らかにしました。免疫システムは腸内細菌代謝物の刺

激によって IgA 産生のパターンを変化させることで、腸内細菌を制御している

ものと考えられます。 

本研究は、科学雑誌『Nature』オンライン版（7 月 14 日付：日本時間 7 月 15

日）に掲載されます。 

 

 
 

酢酸は、IgA の腸内細菌反応性のバランスを変化させて腸内細菌を制御する 
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１．背景                                   

 

私たちヒトの腸管には 40 兆にも及ぶ細菌が生息しており、それらは腸内細菌

と呼ばれています。腸内細菌はヒトに不可欠な栄養素を産生したり、外来の病原

菌を排除したりすることで、ヒトの健康維持に貢献しています。一方、過剰な細

菌を制御できなければ、細菌の体内移行に伴う感染症が引き起こされる可能性

もあることから、腸内細菌の制御機構の解明は細菌との共生関係において重要

な課題です。さらに近年、腸内細菌が中枢神経や肥満・糖尿病などのさまざまな
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全身疾患に関与することが明らかになっており、腸内細菌を制御することで疾

患の感受性を変化させられる可能性も示されています。 

「免疫グロブリン A（IgA）」はヒト体内で最も多く産生される免疫グロブリン

であり、主に腸管などの粘膜面から分泌されます。IgA は腸内細菌に結合するこ

とで、腸内細菌の増殖・定着・機能を制御していると考えられています。しかし、

ダイナミックに変化する腸内環境に対応して、腸内細菌に対する IgA の反応性

がどのように調節されるかは分かっていませんでした。 

近年の報告から、腸内細菌が産生する代謝物が、腸管における免疫機能に大き

な影響を与えていることが判明しつつあります。特に、腸内細菌の主要な代謝物

である「短鎖脂肪酸[5]」は、制御性 T 細胞や自然リンパ球など多くの免疫細胞の

誘導・機能の制御に関与することが知られています。IgA についても、短鎖脂肪

酸がその分泌量を増加させる可能性が以前から示されていました。そこで今回

は、短鎖脂肪酸が IgA の機能制御にも関与するのではないかとの仮説を立て、実

験的に検証しました。 

 

２．研究手法と成果                              

 

国際共同研究グループはまず、短鎖脂肪酸を腸管内で特異的に増加させる「短

鎖脂肪酸付加セルロース」という飼料をマウスに投与し、大腸で局所的に短鎖脂

肪酸の濃度を高めました。すると、短鎖脂肪酸の一種である「酢酸」を付加した

セルロース（酢酸セルロース）の投与により、IgA 産生細胞や IgA 分泌量が増加

すること、また、IgA の腸内細菌に対する結合率も増加していることが分かりま

した（図 1）。一方、同様に他の短鎖脂肪酸であるプロピオン酸、酪酸の効果も

調べましたが、IgA の量などに変化は見られませんでした。 

 

 
 

図 1  酢酸による IgA 産生および腸内細菌結合率の増加 

a: 酢酸セルロースの投与により、マウス糞便中の腸管分泌 IgA が増加した。 

b: 酢酸セルロースの投与により、マウス糞便中の細菌に対する IgA の結合率が上昇した。 

**P < 0.01. 
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次に、IgA シークエンシング[6]を用いて、酢酸セルロース投与に伴う大腸内で

の IgA 結合細菌のパターン変化を調べました。その結果、コントロールマウスの

IgA は Bacteroidales 目など一般的な共生細菌に多く結合する一方、酢酸セルロー

ス投与マウスの IgA は Enterobacterales 目に属する大腸菌など病原性片利共生細

菌に結合することが明らかになりました（図 2）。 

 

 
 

図 2  酢酸による IgA 結合細菌パターンの変化 

左： 一般的な共生細菌である Bacteroidales 目への IgA 非結合と IgA 結合の割合。IgA 結合の割合は、酢酸

セルロース投与マウスよりもコントロールマウスの方が高かった。 

右： 大腸菌など病原性片利共生細菌である Enterobacterales 目への IgA 非結合と IgA 結合の割合。IgA 結合

の割合は、コントロールマウスよりも酢酸セルロース投与マウスの方が高かった。 

*P < 0.05、**P < 0.01. 

 

 

この IgA シークエンシングの結果を検証するために、無菌マウス[7]に大腸菌（E. 
coli）もしくは一般的な共生細菌の Bacteroides thetaiotaomicron（B. theta）をそ

れぞれ腸管内に定着させたマウスを作製し、酢酸セルロース投与の効果を調べ

ました。すると、大腸菌定着マウスにおいてのみ、大腸内の IgA が増加すること

が分かりました（図 3a）。また、加熱殺菌処理した大腸菌を無菌マウスに投与し

た際にも、IgA が増加しました（図 3b）。以上の結果から、酢酸セルロースの IgA

に対する効果は腸内細菌を構成している菌体成分に依存的であり、特に病原性

片利共生細菌に対して IgA を産生させることが分かりました。 
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図 3 酢酸による腸内細菌依存的な IgA 産生の増加 

a: B. theta 定着マウスでは、コントロールと酢酸セルロース投与による IgA 反応性に差は見られなかったが

（左）、大腸菌（E. coli）定着マウスでは、酢酸セルロース投与により IgA 反応性が増加した（右）。 

b: 加熱殺菌処理 B. theta を投与した無菌マウスでは、コントロールと酢酸セルロース投与による IgA 産生

の差は見られなかったが、加熱殺菌処理大腸菌（E. coli）を投与した無菌マウスでは、酢酸セルロース

投与により IgA 産生が増加した。 

*P < 0.05、**P < 0.01. 

 

次に、酢酸セルロースによって大腸で増加する IgA の腸管内での機能を調べ

ました。酢酸セルロースにより野生型マウスでは、特に大腸表面の粘液層の腸内

細菌組成が変化したのに対して、IgA を産生できなくした AID 欠損マウス[8]では

酢酸セルロースを投与しても、粘液層の腸内細菌組成は変化しませんでした。 

また、マウスに緑色蛍光陽性大腸菌[9]を投与したところ、酢酸セルロースによ

り増加した IgA は大腸菌に結合し、特に粘液層への侵入を阻止していることが

分かりました（図 4）。以上の結果から、酢酸セルロースによって誘導される大

腸内の IgA は、粘液層における病原性片利共生細菌の定着・侵入を阻止すること

が明らかになりました。 
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図 4 酢酸と IgA による大腸菌の粘液層侵入に対する効果 

酢酸セルロース投与により、大腸粘液層における緑色蛍光陽性大腸菌の相対的な存在量が減少した。 

*P < 0.05. 

 

最後に、酢酸セルロースが特定の細菌に対して IgA を誘導する作用機序を調

べました。IgA 産生には、CD4 陽性 T 細胞のサポートを必要とする経路（T 細胞

依存性 IgA 産生[10]）と必要としない経路（T 細胞非依存性 IgA 産生）の 2 種類が

あります。そこで、まず試験管内で B 細胞[10]に酢酸ナトリウムと加熱処理した

大腸菌（E. coli）または B. theta を添加し、CD4 陽性 T 細胞とともに培養しまし

た。その結果、酢酸と大腸菌の刺激により IgA 産生細胞が増加することが分かり

ました（図 5a）。一方、酢酸は B. theta との共刺激では、IgA 産生細胞を増加さ

せませんでした（図 5a）。 

次に、菌体成分の受容体である Toll 様受容体[11]を欠損する MyD88・TRIF 二重

欠損マウスを用いて、菌体成分による CD4 陽性 T 細胞に対する刺激が IgA 産生

に影響するかどうかを検証しました。T 細胞を持たない CD3ε欠損マウスに、野

生型マウスと MyD88・TRIF 二重欠損マウスから採取した CD4 陽性 T 細胞を移植

し、それらのマウスに酢酸セルロースを投与しました。その結果、野生型マウス

由来の CD4 陽性 T 細胞を持つマウスでは、これまでの結果同様に、酢酸セルロ

ース投与による IgA 産生の増加および大腸菌反応性 IgA の増加が見られました

が、MyD88・TRIF 二重欠損マウス由来の CD4 陽性 T 細胞を持つマウスでは IgA

産生に差が見られませんでした（図 5b）。 
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図 5 酢酸と菌体成分による CD4 陽性 T 細胞を介した IgA 反応性の変化 

a: 酢酸ナトリウムと加熱処理した大腸菌（E. coli）は、CD4 陽性 T 細胞依存的に IgA 産生 B 細胞を増加さ

せるが、酢酸ナトリウムと加熱処理した B. thetaiotaomicron（B. theta）の共刺激では変化が見られなか

った。 

b: 酢酸セルロース投与により、野生型マウス由来 CD4 陽性 T 細胞の移植マウスでは、大腸菌（E. coli）反

応性 IgA が増加した。一方、MyD88/TRIF 二重欠損マウス由来 CD4 陽性 T 細胞の移植マウスでは大腸菌

（E. coli）反応性 IgA は変化しなかった。 

*P < 0.05、**P < 0.01、***P < 0.001. 

 

以上の結果から、酢酸は菌体成分とともにCD4陽性T細胞を刺激することで、

T 細胞依存的に大腸菌反応性の IgA 産生を増加させることが明らかになりまし

た（図 6）。 
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図 6 本研究結果の概要 

腸内細菌の代謝物である酢酸は、大腸菌の菌体成分とともに CD4 陽性 T 細胞の機能を強化することで T 細

胞依存性 IgA 産生を増加させ、結果として腸内細菌に対する IgA 反応性のバランスを変化させる。酢酸は

特に大腸菌などの特定の病原性片利共生細菌に対して IgA 産生を増加させる。 

 

３．今後の期待                                

 
これまでの報告から、同じ細菌種であっても特定の環境下では IgA に結合し

たり結合しなかったりすることが示唆されていましたが、なぜ IgA と腸内細菌

の相互作用が変化するのか、どのように制御されているのか、明らかになってい

ませんでした。本研究では、腸内細菌の代謝物である酢酸が腸内細菌の菌体成分

とともに T 細胞依存的 IgA 産生を増強することで IgA のバランスを変化させる

こと、酢酸が特に病原性片利共生細菌への IgA 産生を増加させることで細菌の

腸管内局在性に影響を与えることが明らかになりました。 

腸内細菌は消化管だけではなく、中枢神経や肥満・糖尿病など、さまざまな疾

患に関与することが明らかになっています。そのため、腸内細菌を制御すること

が、新しい治療法につながると考えられています。IgA は腸内細菌を制御する主

要な免疫システムであり、IgA と腸内細菌の相互作用を理解していくことで、将

来的に腸内細菌制御と疾患の予防・治療につながることが期待できます。 
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５．補足説明                                 

 

[1] 免疫グロブリン A（IgA） 
B 細胞によって産生される免疫グロブリンは、M、D、G、E、A の五つのクラスに分類

される。そのうち、IgA は生体内で最も多く産生される免疫グロブリンであり、主に

腸管などの粘膜面から分泌される。IgA は腸内細菌と結合することで、腸内細菌の侵

入、定着、増殖の制御に関与すると考えられている。さまざまな B 細胞によって産生

される IgA のバランスにより、全体的な IgA に結合する腸内細菌のバランスも規定さ

れると考えられる。 

 

[2] 病原性片利共生細菌 
宿主と共生する細菌のうち、特定の環境下でのみ宿主に悪影響を与え得るもの。大腸

菌などが挙げられる。 

 

[3] 菌体成分 
細菌を構成する成分であり、免疫細胞を活性化する作用を持つ。代表的なものに、細

胞壁の成分であるリポ多糖やリポタイコ酸、また、鞭毛の成分であるフラジェリンな

どが挙げられる。 

 

[4] CD4 陽性 T 細胞 

CD4 を発現する T 細胞であり、一般的にヘルパーT 細胞と呼ばれる。サイトカインを

産生することで B 細胞の活性化をサポートするほか、さまざまな免疫機能の活性化に

関与しており、免疫司令塔として働く。 

 

[5] 短鎖脂肪酸 
一般に、炭素数 6 以下の直鎖状の脂肪酸を指す。腸内細菌が産生する主要な有機酸。

酢酸、プロピオン酸、酪酸など。過去の研究により、免疫システムへのさまざまな効

果が知られている。 
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[6] IgA シークエンシング 
蛍光色素でラベルした IgA との結合を調べることで、IgA に結合する細菌と結合して

いない細菌を判別できる。これらの細菌を、フローサイトメトリーなど蛍光色素を解

析できる機器で別個に回収し、次世代シークエンサーを用いてそれぞれの腸内細菌叢

を解析する手法。 

 

[7] 無菌マウス 
腸内細菌や皮膚表面などの常在細菌が全く存在しないマウス。動物は子宮内では無菌

状態であることから、帝王切開により無菌的に子マウスを取り出し、無菌アイソレー

ターと呼ばれる内部を無菌に保持できる特殊な飼育装置に無菌操作により搬入し、飼

育することで得られる。 

 

[8] AID 欠損マウス 
活性化誘導シチジンデアミナーゼ（AID）を遺伝子組換えにより欠損させたマウス。

AID は抗体のクラススイッチおよび体細胞超変異に必須であり、AID 欠損マウスでは

IgA、IgE、IgG などクラススイッチによって産生される抗体が見られない。 

 

[9] 緑色蛍光陽性大腸菌 
オワンクラゲから同定された緑色蛍光タンパク質を発現する大腸菌。同大腸菌をマウ

スに投与することで、腸管内での局在を画像的に解析可能であり、さらに、フローサ

イトメトリーなど蛍光色素を解析する機器で定量も可能である。 

 

[10] T 細胞依存性 IgA 産生、B 細胞  
T 細胞依存性 IgA 産生とは、IgA 産生経路のうち CD4 陽性 T 細胞の介在を必要とする

もの。CD4 陽性 T 細胞が抗原提示を受けることで活性化し、続いてその情報を B 細

胞に伝達することで B 細胞が活性化する。抗体産生機能を担う B 細胞は、活性化する

ことでより効果的に抗体を分泌する形質細胞に分化していく。一般的に、T 細胞依存

性 IgA 産生により、高親和性の IgA が産生されると考えられている。一方、T 細胞非

依存性 IgA 産生の経路も存在しており、その場合は B 細胞が樹状細胞など他の細胞か

らの刺激により活性化する。 

 

[11] Toll 様受容体 
リポ多糖など菌体成分の受容体であり、菌体成分のパターンを認識して免疫細胞を活

性化させる。その受容体のシグナルを伝達する分子が MyD88 と TRIF である。MyD88、

TRIF ともに欠損したマウスでは、Toll 様受容体のシグナルが伝達されないため、全て

の Toll 様受容体の機能が失われている。 

 

６．発表者・機関窓口                             
 

＜発表者＞ ※研究内容については発表者にお問い合わせください。 

理化学研究所 生命医科学研究センター 粘膜システムチーム 

 研修生  竹内 直志（たけうち ただし） 

 チームリーダー 大野 博司（おおの ひろし） 

TEL：045-503-9111（大野） FAX：045-503-9113 

E-mail：hiroshi.ohno [at]riken.jp（大野） 
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竹内 直志   大野 博司 

 

 

＜機関窓口＞ 

＊今般の新型コロナウイルス感染症対策として、理化学研究所では在宅勤務を実施して

おりますので、メールにてお問い合わせ願います。 

 

理化学研究所 広報室 報道担当 

E-mail：ex-press[at]riken.jp 

 

株式会社ダイセル ヘルスケア SBU 事業推進室 

事業戦略グループ（卯川、稲井田）  

TEL：03-6711-8213 

E-mail：healthcare_info[at]jp.daicel.com 

関連 URL：https://www.daicel.com/news/2021/   

 

＜AMED 事業について＞  

日本医療研究開発機構（AMED） 

シーズ開発・研究基盤事業部 革新的先端研究開発課 

TEL：03-6870-2224  FAX：03-6870-2246 

E-mail：kenkyuk-ask[at]amed.go.jp 

 

※上記の[at]は@に置き換えてください。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


