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食品成分による免疫制御メカニズム
田中沙智
信州大学農学部近未来農林総合科学教育研究センター

要 約

生体内には，病原体や毒素，外来の異物などを非自己と認識し，排除する生体防御機構が存在す

る。ある特定の病原体に一度感染すると抵抗性を持つようになり，同じ病気にかかりにくくなる，あるい
は感染しても症状が軽減することが免疫機構の特徴である。外来の病原体に対しては免疫反応を惹起して
適切に排除する一方で，食べ物などの生体にとって無害なものに対しては，過剰な免疫反応を誘導しない
免疫寛容が重要となり，免疫賦活と免疫抑制の適切な制御が重要である。過剰なエネルギー摂取，あるい
は栄養不足は免疫機能の低下を引き起こすことが知られており，食生活が免疫機能に与える影響は大きい。
食品由来成分の中には免疫を制御する物質がいくつか示されており，栄養バランスが整った食生活を送る
ことが免疫機能を正常に保つ上で重要である。これまでに，食品成分の中で多糖類，ビタミン類，脂肪酸，
ミネラル（元素）
，乳酸菌については in vitro の実験やマウスを用いた動物実験により，免疫制御のメカ
ニズムについて明らかになりつつある。また，黒大豆の一種である Glycine max cv.Kurosengoku（黒千
石）の熱水抽出物において，樹状細胞に発現する Toll‑like receptor（TLR）2と TLR4を介して Type‑
1免疫を賦活することが示された。以上のことから，摂取した食品由来の成分が，生体内において免疫担
当細胞に直接作用して免疫機能を制御し，感染症予防やアレルギー症状を軽減する可能性がある。今後は，
ヒト介入試験によりヒトが摂取した時の免疫機能の制御効果について検討すると同時に，ヒト生体内での
作用メカニズムについて詳細を明らかにする必要がある。
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在し ，栄養バランスが整った食生活を送ることが
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免疫寛容が重要となり，免疫賦活と免疫抑制の適切

ってきた異物に対して抗原非特異的に速やかに反応

な制御が重要である。

し，排除を行う。一方，獲得免疫は抗原特異的な免

私たちの体内環境は，食生活の乱れや加齢，大気

疫応答で，自然免疫よりも特異性が高く，免疫記憶

汚染，ストレスなどの生活環境を取り巻く様々な要

を介した二次免疫応答による異物排除機構の役割を

因によって悪化し，免疫機能が低下すると言われて
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細菌やウイルスが侵入してきた時に，まずは自然
免疫に関わる細胞が Toll‑like receptor（TLR）な
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図１

免疫のしくみの概要

図２ ヘルパー T 細胞サブセットによる免疫制御
ヘルパーＴ細胞には，Th1，Th2，Th17，Treg が存在
す る。Th1細 胞 は IL‑12，IFN ‑γ，IL‑2な ど の Type1

免疫システムは大きく自然免疫と獲得免疫の２種類に分
類することができる。自然免疫は生体内に入ってきた異

サイトカインを産生して細胞傷害活性を増強させる機能
がある。一方，Th2細胞は IL‑4，IL‑13などの Type2サ

物に対して貪食・消化作用を示すことで抗原非特異的に
排除を行う。一方，獲得免疫は樹状細胞がヘルパーＴ細
胞に抗原提示することからはじまり，Ｔ細胞とＢ細胞が
担う抗原特異的な免疫応答で，自然免疫よりも特異性が

イトカイン産生を産生して，Ｂ細胞に抗体産生を促し，
寄生虫の感染防御やアレルギー反応に関与する。Th17

高く，免疫記憶を介した二次免疫応答による異物排除機
構の役割を担っている。

IL‑17が過剰に産生されると自己免疫疾患を発症する。
Treg は IL‑10と TGF‑βを産生することで，自己抗原
に対する免疫不応答性の維持や，宿主にとって有害な過
剰な免疫応答の抑制的にはたらく必須の細胞である

どのレセプターを介して病原体に特異的なパターン

細胞は IL‑17を産生するヘルパーＴ細胞で，病原細菌や
真菌に対する感染防御において必須の役割を果たすが，

を認識して，細胞内で貪食・消化することにより病
原体を排除する。抗原を貪食した樹状細胞は抗原提

17A，IL‑17F，IL‑22を産生する。これらのサイト

示細胞となって，リンパ節に移動し，そこでＴ細胞

カインは，上皮細胞にその受容体が発現しているた

に抗原提示を行う。抗原提示を受けたヘルパーＴ細

め，上皮細胞を活性化し，抗菌ペプチドの産生を促

胞は，Ｂ細胞に作用して病原体に特異的な抗体の産

進し，消化管の粘膜のバリア機能を高める。このた

生を促すことで，侵入してきた外来抗原を攻撃する。

め，Th17細胞は肺炎桿菌，病原性大腸菌，黄色ブ

ヘルパーＴ細胞は，キラーＴ細胞にも作用し，キラ

ドウ球菌などの病原細菌や，カンジダ菌などの真菌

ーＴ細胞で産生されるパーフォリンやグランザイム

に対する感染防御において必須の役割を果たす。

によって，感染細胞のアポトーシスを誘導する。ま

Treg 細胞は樹状細胞から IL‑10と TGF‑βの刺激

た，二度目に同じ病原体が侵入してきた際には，一

で分化してくる細胞で，CD4と CD25に加え，転写

部のＴ細胞やＢ細胞がその病原体を記憶しているた

因子である Foxp3を発現することを特徴とする。

め，迅速，かつ効果的に病原体を排除できる（図

自己抗原に対する免疫不応答性の維持や，宿主にと

１）。

って有害な過剰な免疫応答に対して抑制的にはたら

獲得免疫系は，１型ヘルパー T（Th1）細胞の活

く必須の細胞である（図２）
。

性化を介した細胞傷害性Ｔ細胞依存的な細胞性免疫
（Type1免疫）と，２型ヘルパーＴ（Th2）細胞を

３．食品成分による免疫機能制御

介したＢ細胞の活性化による抗体産生依存的な液性
免疫（Type2免疫）からなり，IL‑12，IFN ‑γ，IL

食品の持つ役割には，第一次機能としての栄養性，

‑2などの Type1サイトカイン，あるいは IL‑4，IL‑

第二次機能としての嗜好性，さらに第三次機能とし

13などの Type2サイトカイン産生によって，それ

ての生体調節作用（生体防御，恒常性維持，疾病の

ぞれ互いのバランスが調節されている。Th1細胞や

予防と回復）があり，病気の予防や健康の維持増進

Th2細胞の他に，生体内の免疫反応において重要な

に果たす機能が注目を集めている。乳酸菌に代表さ

役割を担っているヘルパーＴ細胞サブセットとして，

れるように，マクロファージや樹状細胞を介して，

Th17細胞と制御性Ｔ細胞（Regulatory Ｔ細胞：

Ｔ細胞や NK 細胞を活性化させ，感染抵抗力を高

Treg 細胞）がある。Th17細胞は樹状細胞からの

めたり，アレルギーの発症を予防するなど，食品成

IL‑6と TGF‑βの刺激で分化してくる細胞で，IL‑

分の中には免疫機能を向上させるものが数多く存在
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する。現在では乳酸菌の他に，多糖類，ビタミン，

ミンの多くは，生体内において酵素が活性を発揮す

脂肪酸，元素などの食品由来成分が免疫機能を制御

るために必要な補酵素として機能するため，ビタミ

することがよく知られている。

ン欠乏症に陥ると，ビタミン類を補酵素として利用

多糖とは，グリコシド結合によって単糖分子が多

する酵素が関与する代謝系の機能不全が起こる。ビ

数重合した物質の総称であり，分類としては，単糖

タミン類の特徴として，体内の脂質を酸化から守り，

一種から構成される単純多糖類，単糖二種以上から

細胞の健康維持にはたらく抗酸化作用をもつビタミ

構成されるヘテロ多糖類，ヘテロ多糖類の中でタン

ン（ビタミン A，ビタミン C，ビタミン E など）

パク質と結合しているムコ多糖類に分けられる。

が存在する。また，ビタミン A やビタミン B1，B2，

Polysaccharide A （PS

A）は，腸 内 細 菌

B6，ビタミン C は，新陳代謝が活発な細胞で構成

（Bacteroides fragilitis）が産生する多糖類であり，

される皮膚や粘膜の機能を向上させる。ビタミン A

CD4 Ｔ細胞の IL‑10産生を促進させ，IL‑17産生レ

における免疫制御機能については，ビタミン A の

ベルを低下させることにより炎症性疾患を防御する

活性体レチノイン酸が末梢において，Foxp3陽性の

ことが知られている。β‑
（1‑3）
‑Glucans はグルコ

Treg 細胞を誘導することや，Th17細胞の分化を抑

ースが β１‑３型の結合で連なった多糖である。植

制することが知られている。また，Ｂ細胞に作用し

物や菌類，細菌など自然界に広く分布する。β‑
（1‑

て IgA 産生を誘導することも知られている。ビタ

4）
‑Glucans は，マクロファージを活性化させて，

ミン D については，生体内での代謝産物が樹状細

免疫賦活作用，感染防御機能を持つことが言われて

胞に作用して IL‑12と IL‑23の産生レベルを下げて，

いる。Mannans はカビ（真菌）の細胞壁の構成成

IL‑10の産生を増強させることや，Ｔ細胞に作用し

分であり，マクロファージや樹状細胞に発現するマ

て Th1細胞の増殖を低下させて，Th2や Treg 細胞

ンノースレセプターに結合してシグナル伝達を促進

の増加を引き起こすことが知られている 。

させ，サイトカイン産生を引き起こす。ヒアルロン

脂肪酸は長鎖炭化水素の１価のカルボン酸である。

酸（Hyaluronic acid :HA）連鎖球菌から産生され，

一般的に，炭素数２‑４個のものを短鎖脂肪酸（低

生体内では，関節，皮膚，脳など広く生体内の細胞

級脂肪酸），５‑12個のものを中鎖脂肪酸，12個以上

外マトリックスに見られる。HA はＴ細胞に発現す

のものを長鎖脂肪酸（高級脂肪酸）と呼ぶ。脂肪酸

る CD44レセプターと結合して，慢性炎症に寄与す

は，体内に入ると脂肪組織の中にエネルギー源とし

ることが示されている 。多糖類を認識するレセプ

て蓄えられる。また，人体の細胞膜，脳，各種ホル

ターとしてＣ型レクチンレセプター（C‑type lectin

モンを構成する材料になるなど，極めて重要な働き

receptors: CLRs）が知られている。CLRs は病原

を持っている。脂肪酸には，炭素間の結合に二重結

体が有する普遍的構造 pathogen‑associated molec-

合がない飽和脂肪酸，炭素間の結合に二重結合をも

ular pattern（PAMPs）を認識する自然免疫受容

つ不飽和脂肪酸があり，不飽和脂肪酸の中には１つ

体としてはたらき，外来異物の捕捉のための受容体

の二重結合をもつ一価不飽和脂肪酸と２つ以上の二

として機能する。マクロファージや樹状細胞に特異

重結合をもつ多価不飽和脂肪酸に大別される。さら

的に発現する CLRs が多数同定されている。Ｃ型レ

に多価不飽和脂肪酸は，ω ６位に二重結合をもつ n

クチンの糖結合活性は，構造的に良く保存された糖

‑6系脂肪酸と ω ３位に二重結合をもつ n‑3系脂肪

認識ドメインによって担われており，カルシウムは

酸に分類される。n‑6系脂肪酸は摂取後，アラキド

糖結合部位で糖鎖との結合に直接関与する。CLRs

ン酸カスケードで代謝されて，炎症惹起に関わるプ

の中で，Dectin‑1は β‑Glucan を認識して，IL‑23

ロスタグランジンやロイコトリエンなどの代謝産物

や IL‑6産生を誘導する こ と や，Dectin‑2は Man-

を生み出す。一方，n‑3系脂肪酸は，n‑6系脂肪酸

nan を認識して TNF‑αを産生誘導することが知ら

系列の起炎性アラキドン酸カスケードに拮抗的に作

れている。また，Mannan はマンノースレセプター

用することに加え，n‑3系脂肪酸由来の抗炎症性代

や DC‑SIGN によっても認識され，それぞれ TNF

謝物（レゾルビン，プロテクチン）が生成すること

‑α ，IL‑10を産生誘導することが知られている 。

により抗炎症作用を発揮していると考えられてい

ビタミン類は，生物の生存に必要な栄養素のうち，

る 。さらに，n‑3系脂肪酸のレセプターとして，G

炭水化物・タンパク質・脂質以外の有機化合物の総

protein‑coupled receptor 120（GPR120）が同定さ

称である。微量で体内の代謝に重要な働きをする物

れ て い る。GPR120か ら の シ グ ナ ル は，LPS や

質だが，体内で生合成できない化合物である。ビタ

TNF‑αの下流のシグナル分子である TAK1を抑制
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することにより，炎症性サイトカインの産生を低下

菌またはその死骸であると言われている。成人一人

させることが示されている 。

に存在する腸内細菌の重量は1.0〜1.5kg とされて

健康な生体では多種類の元素が存在し，それぞれ

いる。また，乳酸菌はプロバイオティクス機能をも

一定の濃度を保ちながら正常な生命機能の維持に重

つと言われている。プロバイオティクスとは口から

要な役割を担っている。しかし，元素が欠乏，ある

摂取され，腸内フローラ（細菌叢）のバランスを改

いは過剰により元素のバランスが破綻し，恒常性が

善することにより有益な作用をもたらす微生物のこ

失われると，特定元素の過剰蓄積や欠乏が誘発され

とである。プロバイオティクスの条件として，安全

て特有の疾病が誘発される。一般的には，多量元素

性が保証されていること，もともとその宿主の腸内

の攪乱は栄養障害や水電解質異常として現れ，微量

フローラの一員であること，胃液，胆汁などに耐え

元素の攪乱は生体内の酵素や生理活性物質の機能障

て生きたまま腸内に到達できること，下部消化管

害として現れる。元素の一種である亜鉛が不足する

（小腸下部や大腸）で増殖可能なこと，宿主に対し

と，免疫機能が低下することがよく知られており，

て明らかな有用効果を発揮しうること，食品などの

TLR を介した亜鉛ホメオスタシス制御が樹状細胞

形態で有効な菌数が維持できることなどである。

の機能に影響を与えることや，亜鉛の投与により

乳酸菌の一種である Lactobacillus acidophilus は，

Th17細胞の分化が抑制され自己免疫疾患の病態が

菌体膜成分に Lipoteichoic acid（LTA）が存在し，

改善されること，亜鉛がＢ細胞のシグナル伝達を制

この LTA は樹状細胞上に発現する TLR2を介して

御して抗体産生を促すことなどが知られている 。

サイトカイン産生を誘導する。LTA を認識した樹

また，マグネシウムについても免疫を制御する機能

状細胞は，IL‑12を産生することにより，ナイーブ

が示されている。NK 細胞や細胞傷害性Ｔ細胞はウ

Ｔ細胞を Th1に分化させることができる。また，

イルスなどに感染した細胞を攻撃する細胞傷害活性

TLR2を介した LTA の刺激は IL‑6，TGF‑βを産

をもつが，マグネシウムトランスポーターを欠損し

生誘導し，Th17細胞への分化を促す効果をもつ。

た患者では，細胞傷害活性が著しく低下する。この

一 方，LTA を 欠 損 し た Lactobacillus acidophilus

患者にマグネシウムを補充したところ細胞傷害活性

は，樹状細胞からの IL‑10や TGF‑β産生を誘導し，

が回復することが示された。このメカニズムについ

IL‑10，TGF‑βを産生する Treg 細胞を誘導するこ

ては，マグネシウムの添加により，感染細胞を認識

とにより，免疫抑制を引き起こすことが知られてい

する上で重要なレセプターである NKG2D の発現

る（図３） 。

が上昇し，細胞傷害活性が上昇することが明らかと
なった 。

乳酸菌の Lactobacillus pentosus（S‑PT84株）に
ついても，TLRs を介して免疫を制御することが明
らかになっている。S‑PT84株を0.075％含有する

４．乳酸菌による免疫機能制御

飼料をマウスに７日間摂取させた時に，マウス脾臓
細胞の NK 活性が有意に増強することが示された。

乳酸菌は糖類を発酵してエネルギーを獲得し，多

S‑PT84株摂取による NK 活性の増加のメカニズム

量の乳酸を生成する細菌の総称である。形態的に桿

を探るために，樹状細胞への影響について調べたと

菌と球菌に分けられ，グラム染色性は陽性である。

ころ，S‑PT84株は樹状細胞に対して IL‑12の産生

いずれも，酸素の少ない環境に好んで生育し，さら

を誘導した。また，IL‑12を欠損したマウスの脾臓

に酸度（pH ３〜４程度）に耐性を示すことが多い。

細胞に S‑PT84株を添加すると，IFN ‑γは産生さ

乳酸菌は現在，26属，381種50亜種に分類されてい

れなかったことから，S‑PT84株による IFN ‑γ産

る。代 表 的 な も の に， Lactobacillus 属， Car-

生誘導には，樹状細胞からの IL‑12が必須であるこ

nobacterium 属， Weissella 属，Enterococcus 属，

とが示された。さらに，IFN ‑γ産生は主に NK，

Lactococcus 属などがある。乳酸菌による発酵は，

NKT 細胞が担っており，樹状細胞と NK1.1陽性

食品に酸味を主体とした味や香りの変化を与えこと

細胞の共培養実験により，S‑PT84株は樹状細胞に

に加え，乳酸によって食品の pH が酸性に偏ること

作用して IL‑12の産生を誘導し，次いで NK1.1陽

で，腐敗や食中毒の原因になる他の微生物の繁殖を

性細胞に作用して IFN‑γ産生が誘導されることが

抑えて食品の長期保存を可能にしている。ヒトの腸

示 さ れ た。ま た，TLR2欠 損 マ ウ ス，あ る い は

内には一人当たり100種類以上，100兆個以上の腸内

TLR4欠損マウス由来の樹状細胞を用いた場合，S‑

細菌が生息しており，糞便のうち，約半分が腸内細

PT84株による樹状細胞からの IL‑12産生誘導，な
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において Type2免疫への極端な偏向によるアレル
ギー疾患の増加や Type1免疫応答の脆弱化による
新たな感染症や癌などの増加が危惧されており，食
を介した Type1/Type2免疫バランスの適切な改善
が，これらの疾患予防として有用な方法と考えられ
ている。そこで，北海道産黒大豆である黒千石の抽
出物による免疫バランス制御機能を検討し，そのメ
カニズムを明らかにすることを目的とした。
Glycine max cv.Kurosengoku（黒千石）は黒大
豆の一種であり，栽培に手間がかかるという理由で
1970年代に生産が途絶え，幻の道産黒大豆と言われ
図３

乳酸菌による免疫機能制御

た。2001年より黒千石の栄養的な価値と味の良さが

乳酸菌の一種である Lactobacillus acidophilus は，菌体
膜 成 分 に lipoteichoic acid（LTA）が 存 在 し，こ の

再評価され，当時残っていた黒千石約50粒から28粒

LTA は樹状細胞上に発現する TLR2を介してサイトカ
イン産生を誘導する。LTA を認識した樹状細胞は，IL
‑12を産生することにより，ナイーブ T 細胞を Th1に分
化させることができる。また，TLR2を介した LTA の

に生産されている。黒千石は，抗酸化作用のあるア

刺激は IL‑6，TGF‑βを産生誘導し，Th17細胞への分
化を促すなど免疫賦活する効果をもつ。一方，LTA を

ていない。

欠損した Lactobacillus acidophilus は，樹状細胞からの
IL‑10や TGF‑β産生を誘導し，IL‑10，TGF‑βを産生
する Treg を誘導することにより，免疫抑制を引き起こ

性画分に Type1免疫で重要なサイトカインである

すことが知られている。

の発芽に成功し，現在，北海道の北竜町などを中心
ントシアニンを豊富に含むことから，その多機能性
が期待されているが，免疫系に対する効果は分かっ
そこで，各種豆の熱水抽出物の可溶性画分と不溶
IFN‑γの産生誘導能があるかどうかを検討した。
使用した豆は，ささげ，２種類の小豆，大納言，黄
大豆，丹波の黒豆，いわいくろ，黒千石である。こ

らびに NK1.1陽性細胞からの IFN ‑γ産生誘導が

れらの豆を121℃で，15分間，加圧滅菌し，ホモジ

低下したことから，S‑PT84株は樹状細胞上に発現

ナイザーで処理した後に遠心処理（1,800×ｇ，10

する TLR2，ならびに TLR4を介して免疫賦活作用

分間）を行った。遠心後の上清をさらに遠心処理

を有していることが明らかになった 。

（20,000×ｇ，10分間）し，遠心後の上清を可溶性

さらに最近では，乳酸菌由来の核酸が免疫制御に

画分，ペレットを不溶性画分として凍結乾燥し，実

関わっていることが示されている。乳酸菌由来の二

験に使用した。マウス由来脾臓細胞を分離し，計８

本 鎖 RNA（dsRNA）が 樹 状 細 胞 の TLR3に 認 識

種類の豆の熱水抽出物（可溶性画分と不溶性画分）

され，ウイルス感染に重要な IFN‑βの産生を引き

を 添 加 し た 後，培 養 上 清 中 の IFN ‑γ濃 度 を

起こし，実験的大腸炎を抑制することが示されてい

ELISA 法にて測定した。その結果，黒千石の不溶

る。よって，腸内細菌由来の dsRNA は抗炎症効果

性画分のみが，脾臓細胞に対する著しい IFN‑γ産

や生体防御反応おいて重要であることが示された 。

生誘導能を有することが確認された（図４）
。以下，

乳酸菌については，乳酸菌摂取によるヒト介入試

黒千石の熱水抽出物不溶性画分を黒千石抽出物とし

験が多く実施されている。ヒト介入試験では，乳酸

て実験に使用した。

菌の摂取によりアレルギー症状低減作用，肝臓や代

次に，黒千石抽出物の刺激によって活性化する細

謝病の改善作用については，一定の効果が示されて

胞を同定するために，脾臓細胞に黒千石抽出物を添

いる。そのメカニズムとしては，腸管透過性の制御，

加した後，活性化マーカーの発現をフローサイトメ

宿主腸内細菌叢の正常化，腸管免疫バリア機能の強

トリーにて評価した。その結果，黒千石抽出物の添

化，炎症性・抗炎症性サイトカインのバランスの制

加により，NK1.1陽性細胞および樹状細胞が活性

御などが考えられている 。

化し，一部のＢ細胞，およびＴ細胞も活性化するこ
とが示された。

５．黒大豆「黒千石」による Type1免疫賦活作用

また，黒千石抽出物で刺激した時の樹状細胞の活
性化と IFN‑γ産生を促進させるサイトカインであ

近年，食生活や社会環境等の変化により，生体内

る IL‑12の産生誘導についても検討した。マウス骨
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図５ 黒千石抽出物によるサイトカイン産生誘導に対す
る TLR 分子の関与
黒千石抽出物による細胞の活性化において TLR の関与
図４ 黒千石熱水抽出物による IFN‑γの産生誘導能
ささげ，２種類の小豆，大納言，黄大豆，丹波の黒豆，
いわいくろ，黒千石を121℃で，15分間，加圧滅菌し，
ホモジナイザーで処理した後に遠心処理（1,800×ｇ，
10分 間）を 行 っ た。遠 心 後 の 上 清 を さ ら に 遠 心 処 理
（20,000×ｇ，10分間）し，遠心後の上清を可溶性画分，
ペレットを不溶性画分として凍結乾燥し，実験に使用し
た。マウス由来脾臓細胞を分離し，計８種類の豆の可溶

を明らかにするために，野生型マウスおよび TLR2，
TLR4あるいは TLR9分子を欠損したマウスの BMDC
および脾臓細胞に黒千石抽出物を添加し，IL‑12，ある
いは IFN‑γの産生量を測定した。その結果，TLR2お
よび TLR4欠損マウスにおいて，IL‑12および IFN ‑γ
産生量が減少したことから，黒千石抽出物はこれらの二
つの TLR を介して免疫細胞群を賦活することが示され
た

性画分と不溶性画分を添加した後，培養上清中の IFN‑
γ濃度を ELISA 法にて測定した。その結果，黒千石の
不溶性画分のみが，脾臓細胞に対する著しい IFN‑γ産
生誘導能を有することが確認された。

することが報告されている。黒千石抽出物による細

髄細胞より GM ‑CSF で誘導した骨髄由来樹状細胞

細胞に，黒千石抽出物を添加し，IL‑12，あるいは

（BMDC）に黒千石抽出物を添加して培養を行い，

IFN ‑γの産生量を測定した。その結果，TLR2お

細胞表面分子の発現レベルをフローサイトメトリー

よび TLR4欠損マウスにおいて，IL‑12および IFN

にて，また培養上清中の IL‑12濃度を ELISA にて

‑γ産生量が減少したことから，黒千石抽出物はこ

測定した。その結果，黒千石抽出物を添加すること

れらの二つの TLR を介して免疫細胞群を賦活する

により BM DC での MHC class I，MHC class II，

ことが示された（図５）
。

胞の活性化において TLR の関与を明らかにするた
めに，野生型マウスおよび TLR2，TLR4あるいは
TLR9分子を欠損したマウスの BMDC および脾臓

CD40および CD86分子の発現レベルが刺激時間依

黒千石抽出物中の免疫賦活作用をもつ成分がどの

存的に増強し，IL‑12の産生が増加した。さらに，

ような特性を持つか明らかにするために，黒千石抽

IFN‑γ産生に対する IL‑12の作用を検討するため

出物をアルカリ水溶液で処理すると，IFN‑γの産

に，脾臓細胞に抗 IL‑12抗体を添加して，黒千石抽

生誘導能は阻害された。また黒千石抽出物で刺激し

出物で刺激した時の IFN‑γ産生量を調べたところ，

た脾臓細胞からの IFN‑γ産生は，ガラクトマンナ

抗 IL‑12抗体添加により，IFN ‑γ産生量が有意に

ン，マンナン，ガラクトース存在下で部分的に阻害

減少した。以上のことから，黒千石抽出物の刺激に

され，EDTA 存在下では完全に阻害されることが

より活性化した樹状細胞から IL‑12が産生されるこ

分かった。以上のことから，黒千石抽出物中の免疫

と，また，脾臓細胞の IFN‑γの産生には樹状細胞

賦活成分は少なくとも糖に関連した物質がカルシウ

からの IL‑12が必要であることが明らかになった。

ム依存的に関与し，IFN‑γ産生を誘導しているこ

次に，黒千石抽出物で刺激した脾臓細胞における

とが示唆された。最後に，黒千石抽出物のヒト免疫

IFN‑γ陽性細胞を同定するために，抗 IFN‑γ抗体

細胞への効果を検証するために，ヒト末梢血単核球

を用いて細胞内染色を行い，フローサイトメトリー

に対して，抗 CD3抗体および抗 CD28抗体を添加し

解析を行った。その結果，黒千石抽出物の刺激によ

て黒千石抽出物で刺激したところ，TLR2および

り，IFN ‑γを産生する細胞群は，NK 細胞と NK

TLR4を介して IFN‑γ産生の増強効果が確認され

Ｔ細胞であることが判明した。さらに，NK 細胞と

た。

NKT 細胞を除去したマウス脾臓細胞に黒千石抽出

本研究により，黒千石抽出物は，Type1免疫を賦

物を添加して IFN‑γ産生量を測定した結果，IFN

活し，免疫バランスを制御しうることが明らかにな

‑γ産生が有意に抑制された。

った（図６） 。将来的にヒト介在性試験を実施し，

TLR は，主に抗原提示細胞に発現して，病原体

黒千石の Type1/Type2免疫バランス改善効果をヒ

に特異的な抗原を認識し，活性化のシグナルを伝達

トにおいても証明することによって，現代社会にお
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究を遂行するにあたり，御助言と御指導を賜わりま
した北海道大学遺伝子病制御研究所の北村秀光准教
授，小泉真一氏に深謝申し上げます。

引用文献
1) Gerriets,V.A.and MacIver,N.J.,Role of T cells
in malnutrition and obesity. Front. Immunol.,5,
379, 2014.
図６ 黒千石による免疫賦活作用のメカニズム
黒千石抽出物に含まれる免疫賦活成分は，TLR4あるい
は TLR2を介して樹状細胞を活性化させ，MHC クラス
Ⅰ，Ⅱ，CD86，ならびに CD40の細胞表面での発現レ
ベルを増加させ，樹状細胞からの IL‑12産生を誘導す
る。IL‑12は，NK 細胞と NKT 細胞に作用して IFN‑γ
の産生を誘導することから，黒千石抽出物は，Type1免
疫を賦活し，免疫バランスを制御しうることが明らかに
なった。

いて重要な課題となっているアレルギー疾患の改善，
ウイルスなどへの感染防御効果あるいは抗腫瘍免疫

2) West,C.E,,Dʼ
Vaz,N.and Prescott,S.L.,Dietary
immunomodulatory factors in the development
of immune tolerance.Curr. Allergy Asthma Rep.,
4, 325‑333, 2011.
3) Tzianabos, A.O., Polysaccharide

im-

munomodulators as therapeutic agents: structural aspects and biologic function. Clin. Microbiol. Rev., 4, 523‑533, 2000.
4) Osorio,F.and Reis e,Sousa,C.,M yeloid C‑type
lectin receptors in pathogen recognition and host
defense. Immunity, 5, 651‑664, 2011.
5) M ora, J.R., Iwata, M . and von Andrian, U.H.,

の賦活が期待され，黒千石が，新規の免疫賦活食品

Vitamin eﬀects on the immune system:vitamins

として様々なヒト免疫疾患の改善・予防への応用が

A and D take centre stage. Nat. Rev. Immunol.,

可能と考えている。

9, 685‑698, 2008.
6) Calder, P.C., n‑3 polyunsaturated fatty acids,

６．お わ り に

inﬂammation,and inﬂammatory diseases.Am. J.
Clin. Nutr., 83, 1505S‑1519S, 2006.

食品由来成分が免疫担当細胞に作用して，サイト
カイン産生の増強を促し，Ｔ細胞の分化を制御する
など，食品由来成分による免疫機能の制御の詳細な
メカニズムが明らかになりつつある。一方で，免疫
制御を担う成分を摂取した場合に，胃や小腸におい

7) Oh, D.Y., Talukdar, S., Bae, E.J., Imamura, T.,
M orinaga,H.,Fan,W.,Li,P.,Lu,W.J.,Watkins,
S.M. and Olefsky, J.M ., GPR120 is an omega‑3
fatty acid receptor mediating potent anti‑
inﬂammatory and insulin‑sensitizing eﬀects.
Cell, 142, 687‑698, 2010.

て消化・分解の影響はないのか，小腸内ではどのよ

8) Kitamura,H.,M orikawa,H.,Kamon,H.,Iguchi,

うな機構で免疫担当細胞に情報が伝わるのか，全身

M ., Hojyo, S,, Fukada, T., Yamashita, S., Kai-

性の免疫機構にはどのようなメカニズムで影響を与

sho,T.,Akira,S.,M urakami,M .and Hirano,T.,

えるのかなど解決すべき点が多く残されている。今

Toll‑like receptor‑mediated regulation of zinc

後は，動物実験を用いて，食品由来免疫制御因子が

homeostasis inﬂuences dendritic cell function.

生体内でどのように免疫機能を制御しているかを詳

Nat. Immunol., 9, 971‑977, 2006.

細に解析することが必要である。加えて，大規模な

9) Chaigne‑Delalande,B.,Li,F.Y.,Oʼ
Connor,G.M.,

ヒト介入試験を行うことで，ヒトが長期摂取した場

Lukacs, M.J., Jiang, P., Zheng, L., Shatzer, A.,

合の効果と適切な摂取量，免疫関連疾患への予防効
果などを詳細に検討する必要がある。

Biancalana, M., Pittaluga, S., M atthews, H.F.,
Jancel,T.J.,Bleesing,J.J.,M arsh,R.A.,Kuijpers,
T.W., Nichols, K.E., Lucas, C.L., Nagpal, S.,
M ehmet, H., Su, H.C., Cohen, J.I., Uzel, G. and

７．謝

辞

Lenardo, M .J., Mg

regulates cytotoxic func-

tions of NK and CD ８ T cells in chronic EBV

本稿における著者の研究の一部は，日本学術振興
会特別研究員制度の一環として行われました。本研

infection through NKG2D. Science, 341, 186‑191,
2013.

信州大学農学部紀要 第51巻（2015）

8

10) Lightfoot, Y.L. and Mohamadzadeh, M ., Tailor-

Tsuji, N.M ., Double‑stranded RNA of intestinal

ing gut immune responses with lipoteichoic acid

commensal but not pathogenic bacteria triggers

‑deﬁcient Lactobacillus acidophilus. Front. Im-

production ofprotective interferon‑β.Immunity,
38, 1187‑1197, 2013.

munol., 4, 25, 2013.
11) Koizumi,S.,Wakita,D.,Sato,T.,M itamura,R.,

13) Fontana,L.,Bermudez‑Brito,M .,Plaza‑Diaz,J.,

Izumo. T,, Shibata, H., Kiso, Y., Chamoto, K.,

M unoz‑Quezada, S. and Gil, A., Sources, isola-

Togashi, Y., Kitamura, H. and Nishimura, T.,

tion, characterisation and evaluation of

Essential role ofToll‑like receptors for dendritic

probiotics. Br. J. Nutr., 2, S35‑50, 2013.

cell and NK1.1(＋) cell‑dependent activation of

14) Tanaka, S., Koizumi, S., M akiuchi, N., Aoyagi,

type 1 immunity by Lactobacillus pentosus strain

Y., Quivy, E., Mitamura, R., Kano, T., Wakita,

S‑PT84. Immunol. Lett., 120, 14‑19, 2008.

D., Chamoto, K., Kitamura, H. and Nishimura,

12) Kawashima, T., Kosaka, A., Yan, H., Guo, Z.,

T.,The extract ofJapanese soybean,Kurosengo-

Uchiyama, R., Fukui, R., Kaneko, D., Kumagai,

ku activates the production of IL‑12 and IFN‑γ

Y.,You,D.J.,Carreras,J.,Uematsu,S.,Jang,M .

by DC or NK1.1(＋)cells in a TLR4‑ and TLR2

H., Takeuchi, O., Kaisho, T., Akira,S.,M iyake,

‑dependent manner. Cell. Immunol., 266, 135‑

K., Tsutsui, H., Saito, T., Nishimura, I. and

142, 2011.

Cellular and Molecular M echanisms for Immunomodulation by Dietary Compounds
Sachi TANAKA
Frontier Agriscience and Technology Center, Faculty of Agriculture,
Shinshu University

Summary
The immune system is an organization of tissues, cells, and molecules with specialized roles in
protecting against infection. Immunological memory is the ability of the adaptive immune system to
mount a more eﬀective immune response against an antigen after its ﬁrst encounter. The activation of
immune cells is important to eliminate exogenous pathogens. In addition, the induction of immune
tolerance is also necessary against food and harmless things.Dietary habits such as excess energy intake
and malnutrition, have caused the alterations of immune systems. Some dietary compounds have been
shown to regulate immune function.Thus,well‑balanced diet might be beneﬁcial to our immune function.
Dietary compounds such as polysaccharides,vitamins,fatty acids,minerals and lactic acid bacteria have
been shown to act as immunomodulators in vitro experiments and animal experiments. We found the
Japanese soybean,Glycine max cv.Kurosengoku,which strongly enhanced IL‑12 production by dendritic
cells in a Toll‑like receptor (TLR)4‑ and 2‑dependent manner and subsequently induced IFN‑γ‑dependent Type‑1 immunity.Therefore,there is much possibilitythat immunostimulating components would be
a prominent tool for activation of Type‑１ immunity via oral intake.In future,investigations of clinical
study are needed to conﬁrm immunomodulating activity of dietary compounds preventing immune
diseases such as allergy and infectious diseases.
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