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はじめに
結核は，ネアンデルタール原人の化石にまで遡る人類

最古の感染症である。結核菌を含む抗酸菌の特徴は，菌
体の40%以上がミコール酸を含む脂質成分であること
で，他の病原微生物と異なる。これら脂質分子は宿主感
染時に宿主と最初に出会う細胞表層成分で，宿主免疫応
答に関与して結核菌特有の病原性や毒性の惹起が想定さ
れる。脂質分子を排しての結核感染防御論は適切でな
いと考える。他方，宿主免疫はタンパク質抗原による
MHCクラスⅠ,�Ⅱを中心に発展しており，難溶性の脂質
分子は親水性の取扱いに馴染み難い。抗酸菌由来脂質分
子に関連する研究は，1980年代にDr.�PJ�Brennanが抗酸
菌脂質分子を網羅的に解析した。1990年代には，Dr.�MB�
Brennerが結核菌ミコール酸を認識するCD1d分子拘束性
T細胞を見出し，新たな宿主認識機構を提唱した�［1,�2］。
日本人研究者の活躍も顕著で，Dr.�M�Taniguchiによる
NKT細胞の発見，Dr.�S�AkiraによるToll-like�receptorの
発見に始まり，2009年にはDr.�S�Yamasakiが結核菌糖脂
質分子cord�factor（トレハロースジミコール酸）を認識
するC型レクチンmincleを報告した［3］。今後，結核菌
脂質免疫の新たな展開が期待される。これらの脂質免疫
学的な知見は，結核の早期診断，抗菌薬やワクチン開発
等に新思考を提供できる可能性がある。世界の結核基礎
研究の動向を踏まえ，代表的な抗酸菌由来脂質分子につ
いて構造—宿主応答の観点から概説したい。
ミコール酸

ミコール酸は天然では希なaアシル-β-ハイドロキ
シ脂肪酸で，菌種により炭素鎖長，修飾基が異なる。
Mycobacterium属はC60-90，類縁抗酸菌はより短鎖のミ
コール酸を産生する。ミコール酸含有糖脂質cord�factor
は結核菌の病原因子として重要である。結核菌の抗酸
性や紐状形態�（cord�forming）�の形成にミコール酸，cord�
factorが関与している。直鎖部分の修飾基によってサブ
クラスに分けられ，結核菌には，シクロプロパン環を2
個持つa-ミコール酸，遠位のシクロプロパン環がメトキ
シ基，ケト基に置換されたメトキシ-ミコール酸，ケト-

ミコール酸が混在する。他方，MAC菌にはメトキシ-ミ
コール酸が欠損し，a -ミコール酸，ケト-ミコール酸に
加えてジカルボキシ-ミコール酸がある。近位のシクロ
プロパン環には，シス型，トランス型の幾何異性体が存
在する。

ミコール酸の生合成fatty�acid�synthesis�（FAS）�システ
ムは，（1）FAS-IによりC26の飽和脂肪酸が合成され，
a -ブランチとして供給，（2）FAS-IIによりC56程度の脂
肪酸が合成され，mero-ミコール酸（直鎖部分）の骨格
として供給，（3）多彩なシクロプロパン合成酵素により
mero-ミコール酸に官能基が導入，（4）Pks13によりa -ブ
ランチとmero-ミコール酸が縮合反応してミコール酸が
合成，（5）アラビノガラクタンやトレハロース等，他の
受容体にミコール酸が転移・結合の5ステージからなる�

［4］。また，ミコール酸伸長酵素のmtFabH,�KasA,�KasB，
シクロプロパン環合成のPcaA,�MmaA2，酸素化ミコール
酸のトランス型シクロプロパン環合成のCmaA2，メトキ
シ基合成のMmaA4,�MmaA3がクローニングされている。
pcaA破壊株の弱毒化，cmaA2破壊株の強毒化，kasB破
壊株の抗酸性，紐状形態の減弱化と弱毒化が示され，ミ
コール酸の修飾基や幾何異性体などの構造変容による形
態や宿主応答への影響が解明されている（図1）［5］。
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図 1. 結核菌のミコール酸サブクラスと生合成
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特徴的な結核菌表層糖脂質
Cord�factorやtrehalose�6-monomycolate�（TMM）� は 普

遍的に検出される糖脂質分子である。Sulfolipid�（SL）�や
pentaacyl-trehalose�（PAT）�等は強毒株を含む一部の結核
菌で発現している。Dr.�DE�Minnikinらを始め，多くの提
唱されている細胞壁モデルでは，アラビノガラクタンに
ミコール酸が結合して層をなし，cell-wall�skelton�（CWS）�
を形成，他の糖脂質分子で保護された外層が重なり，疎
水性の強力なバリアーとなる（図2）。脂質成分とその濃
度分布は菌種依存性で，これらの構成により病原性や形
態も特徴づけられる。
1． コ ー ド フ ァ ク タ ー （Cord factor, trehalose-6,6’-
dimycolate）

種々の免疫薬理学的生理活性が確認されており，単
独分子として異物性と過敏性の要素が複合した結核菌類
似肉芽腫炎症病変を誘導する�［3］。結核菌は貪食マクロ
ファージ内の殺菌機構からの逸脱及び遅延型過敏反応の
誘導に集約され，抗菌防御あるいは肉芽腫炎症病変形成
に至る。肉芽腫炎症は特異的慢性炎症であるが，防御の
みならず，自己組織破壊（空洞形成，線維化や石灰化）
を誘導する（図3）。この炎症に関与する宿主および菌由
来病原因子の詳細は不明であるが，cord�factorによる結
核菌類似肉芽腫炎症病変形成は発症機序解明のモデルと
なる。

2．スルフォリピッド （Sulfolipid, SL）
SLは，トレハロースに付加した硫酸基以外のアシル基

の数が各々 4,�3,�2個であるSL1,�2,�3が存在する。SL1が主
成分で，SL2,�3は中間体である。SL1は結核菌の強毒株や
M.�lepraeに発現し，ファゴソーム－リソソーム融合阻害，
活性酸素や炎症性サイトカインの誘導抑制により，結核
菌の細胞内長期生存を可能にする。SL3は，CD1b拘束性
T細胞に脂質抗原として認識される�［2］。
3．糖ペプチド脂質 （Glycopeptidolipid, GPL）

GPLは，MAC菌,�M.�abscessus,�M.�smegmatis等に発現
し，GPL産生菌は，phenolglycolipid�（PGL）�やSLを産生し
ない。GPLに共通なテトラペプチドコアからなるapolar�
GPLと血清型特異糖鎖が6-deoxy-taloseから伸長したpolar�
GPLがある。MAC菌はpolar�GPLを産生し，糖鎖の違
いにより28種類の血清型が規定され，病原性も異なる。
GPLの糖鎖は，デオキシ糖，酸性糖などの天然では極め
て希な糖から構成されている。

M.�abscessus,�M.�smegmatisで分離されたGPL非産生株
は，コロニー形態がsmooth型からrough型に変化して，
本来の特徴であるsliding能（増殖に伴いコロニーが広が
る），バイオフィルム形成能の消失に加え，細胞内長期
生存が可能になる。GPLは細胞表層成分としてコロニー
形態に関与し，宿主応答に影響している（図4）�［6］。

抗GPL抗体が病態と関連して患者血清中で上昇する。

図 2. 抗酸菌の細胞表層モデルと脂質分子の構造 図 3. 結核菌 /cord�factor の肉芽腫炎症誘導機構
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抗GPL�core抗原に対するIgA抗体を測定する血清学的診
断キットが開発されている。GPLが宿主応答を惹起して
いる証である。抗酸菌感染防御は細胞性免疫が中心と考
えられているが，脂質抗原に対する液性免疫応答が果た
す役割については興味深く，今後の解明が期待される。

血清型は，アルカリ安定脂質であるGPLによるもので
あるが，天然型GPLは糖鎖部分にO-メチル化，O -アセ
チル化修飾を受けている。天然型GPL刺激によりTLR2
依存的にマクロファージが活性化される。抗酸菌には
TLR2依 存 性 のphosphatidyl�inositol�mannoside�（PIM）,�
Lipoarabinomannan�（LAM）,�Lipomannan�（LM）�も同定さ
れており，宿主防御調節物質として重要である。
4．フェノール糖脂質 （phenolglycolipid, PGL）

1960年代に限定的な抗酸菌に発現しているPGLが同
定された。現在，M.�leprae,�M.�kansasii,�M.�bovis�BCG,�M.�
tuberculosisの一部がPGLを産生する。PGLはフチオセ
ラン酸ジマイコセロセート�（PDIM）�にフェノールが結合
し，さらに菌種特異的に1-4個の糖鎖が付加した構造であ
る。

結核ワクチン株BCG�Tokyo�172株は，コロニー形態の
異なるI型（smooth型）とII型（rough型）が混在しており，
RD16領域のRv3405c遺伝子の一部�（22bp）�が欠失したI型
が優位に増殖することが報告された。総脂質画分の網羅
的比較から，II型ではPGLとPDIMが欠失していること
が見出され，PDIM合成遺伝子ppsAの変異によることが
確認された（図4）。

図 4. 糖脂質成分欠損による形態変化

M.�lepraeのPGLによるリンパ球の分化誘導抑制，単球
の活性酸素産生抑制等が報告され，PGLが宿主免疫応答
を調節していることが多くの研究から立証されている。
また，PDIMがタンパク質分泌装置ESX-1と連関して結
核菌の病原性を示すCFP-10/ESAT-6タンパク質の分泌を
制御している［7］。
おわりに

抗酸菌に発現している特徴的な脂質分子は，細胞表
層成分として重要な免疫惹起物質である。同時に，脂質
分子の存否が抗酸性，紐状形態の減弱化，コロニー形態

（smooth型,�rough型）へ変化など，菌側にとっては劇的
な変化となり，宿主感染への影響も一考察する必要を感
じる。
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