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Kin’s腸内フローラ研究所
私たちのおなかに棲む、たくさんの腸内細菌たち。

それは、おなかの居候？

それとも、毎日を共に生きる大切なパートナー？

近頃、なにかと話題の腸内フローラ。

そこは、体の一部でありながら、

私たちの想像をはるかに超えた

大きな可能性を秘めた未知なる世界が広がっています。

「Kin's腸内フローラ研究所」には、

そんな腸内フローラの正体を解き明かすため、

最先端の技術を用いながら

日々研究に励んでいる研究員たちがいます。

今回は、そんな腸内フローラ研究の奥深い世界を

少しだけ覗いてみましょう。
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VOC(揮発性有機化合物)成分1%未満の地球にやさ
しいインキを使用しています
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微生物と発酵のチカラを学ぶ研究情報誌
「Kin's（キンズ）」ホームページ
http://www.asahigroup-holdings.com/research/report/kins/

　人間の身体には、腸内だけでなく皮膚や口の中な
どいろんな場所に、様々な種類の菌が棲息していま
す。でも、とても小さいため肉眼では見ることはでき
ません。そこで、それらの菌を培養して、菌の集合体
（コロニー）を形成させることで、肉眼で観察ができ
るようになります。菌によって生育しやすい環境が
違うので、培地に入れる養分を変えたり、他の菌が
苦手な物質（濃い塩など）を入れて、特定の菌だけを
培養することもできます。どんな菌が私たちの体に
棲んでいるのか、調べてみましょう！

いま、腸内はどんな様子？便を観察してみよう

私たちの体に棲む菌はどんな菌？菌の培養法を紹 介

便の分類方法

基本的な便の分類を紹介します。色や形、におい等で分類してみましょう
腸内の様子を知るために、
最も手軽で簡単な方法を
紹介するよ

次は微生物実験の
入門編を紹介するよ

　便は、私たちが食べたものの残りかすだけでなく、腸内細
菌やその死骸も含まれているので、腸内フローラの状態に応
じて、色やにおいが変わります。例えば乳酸菌やビフィズス菌
が多いと腸内に乳酸などの有機酸が増えて黄色っぽくなりま
す。便の様子と一緒に、食べたものや生活の記録をつけて、
相関関係を調べてみましょう！

冊子Kins H1-H4

身近なものの観察や実験から、研究につながる疑問は見つかります。
家や学校でできる腸内フローラの観察や、

微生物実験の入門編である菌の培養法を紹介します。

腸内フローラ研究の種をさがそう

これなら
家ですぐできそう！

口の中や皮膚など
部位による違いも
調べてみたいな！

① 寒天粉末や養分に水を混ぜて溶かし、ガラス製のフラスコに入れます
② フラスコの口をアルミホイルで覆い、オートクレーブで加熱します
③ ②が手で触れるくらいまで冷めたら滅菌済みのシャーレに入れます
④ ③が固まったら培地の完成！
⑤ 菌を採取したい体の部位を滅菌済みの綿棒でこすります
⑥ ⑤の綿棒で培地を優しくなでるように塗ります
⑦ 一晩培養してみましょう

寒天培地での培養方法

やってみよう！
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・微生物の実験には一定の危険が伴います。詳しい手順については、必ず
先生や専門家の指導の元、安全に留意して行うようにしましょう。

・実験で使用した培地は、必ずオートクレーブなどで滅菌処理してから廃
棄してください。培養した菌には直接手で触れないようにしましょう。

注意点
キンズ



冊子Kins P2-P3

今日は「Kin’s腸内フローラ研究所」の見学ツアーに参加するために、
4人の高校生がやってきました。知っているようで知らない、私たちのおなかの中にある
腸内フローラの正体って何だろう？ ここではいったいどんな研究をしているのだろう？

高校生たちと一緒に見学してみましょう。

私の食べたものが、
菌たちに影響しているの？

私と友達の腸内フローラは
どう違うんだろう？

私たちが生きるのに
腸内フローラが
欠かせないって、
どういうこと？

最新の
腸内フローラ研究に
ついて教えて！

「腸」は体の中心地！？
全身に影響を与える腸内フローラの役割とは

私たちのおなかに存在する
腸内フローラを、

「共生」「多様性」「可能性」の
３つの角度から、

最先端の技術を使って
研究している研究所です。

最近よく聞く
腸内フローラって何だろう？
どんなことが知れるのか、
ワクワクしています！

Kin’
s腸内フロ

ーラ研究所とは

高校生たち

ようこそ！

へ

　2018.11.9

腸内フローラは
知らないけど、腸って、

うんちをつくるところだよね?

腸の中にたくさんの菌が
棲んでいるって

聞いたことがある。

善玉菌と悪玉菌が
いるんだっけ。

みんな、なんとなく
知っているようだね。 菌たちがいる「腸」は、食べ物の

消化吸収を行う器官だって習ったかな？
でも実は、腸の役割はそれだけじゃない。

体を守る免疫や、脳などの全身にも
影響を与えているんだよ。こういった腸の機能に

腸内フローラの存在は欠かせないんだ。

しかもそれだけでなく、腸内細菌が
腸の中で生命活動をすることで、

人間が健康になったり、
逆に病気になることもある。
それくらい、腸内フローラは

人間の生命活動に重要な存在なんだ。

でも、腸内フローラの世界は
とても奥深く、

まだまだわからないことが 
たくさんあるから、

私たちは研究しているんだ。

ところで
腸内フローラについて
 何か知っている?

え？ そうなの？

すごい！

いい菌は、
おなかの調子を 
整えてくれる
んだよね。

2

「Kin’s腸内フローラ研究所」へ 
ようこそ! 今日は研究所ツアーを

楽しんでいってくださいね。

よろしく
お願い
します～
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※「Kin’s腸内フローラ研究所」は、架空の研究所です。アサヒグループが長年の腸内フローラ研究により培った知見を基に構成し、腸内フローラ研究に携わる現役研究員も登場しています。

P.4
腸内フローラと
共生ラボ へ！

P.6
腸内フローラと
多様性ラボ へ！

P.8
腸内フローラと未来の
可能性ラボ へ！

特別セミナー“腸内フローラと
私たちの未来”へ！

P.10

口から肛門までつな
がった消化管は一本
の管でできており、胃
や腸の中は、実は体
の外側です。腸は、食
べ物や細菌、ウイル
スなどが、体に必要
なものか判断する門
番の役割を担ってい
ます。全身の免疫細
胞の60～70％が腸
にあるといわれてい
ます。

■ 腸は体の門番

腸の中には、1,000種類以上、100兆個もの腸内細菌が生態
系を作っており、それらを腸内フローラ（腸内細菌叢）と呼んで
います。その重さはなんと約1.5kg！人間の細胞の数は37兆個
ともいわれているので、腸内細菌の方がはるかに多いのです。

■ 多様な菌が棲む「お花畑（フローラ）」

食べ物は食道を通って、胃、小
腸へと運ばれながら消化されま
す。大腸でさらに水分などが吸
収された後に出てくるのが便で
す。便のおよそ80%は水分、
残りの20%のうち3分の1は
食べ物のカス、3分の1がはが
れた腸粘膜、残りの3分の1が
腸内細菌と言われています。

■ うんち（便）は
腸でつくられる

指紋で個人を特定でき
るのと同じように、腸内
フローラも一人ひとり
まったく違った特徴を
持っています。

■ 腸内フローラは
十人十色

腸内細菌たちは、人
間が食べた物や他の
菌がつくった物質を
食べて栄養を摂取し
ながら、おなかの中で
生きています。

■ おなか（腸）の
中で菌は育つ

腸は、脳からの指令を受け
て働くだけでなく、自ら判断
し、働きを調節することがで
きます。さらに、脳と腸は神
経伝達を通じて密接に関わ
り合っており、このしくみを
“脳腸相関”といいます。

■ 腸は第二の脳？

2 3
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腸内フローラを構成する腸内細菌たちは、どんな生活をしているのでしょうか。菌たちの
主食は様々で、宿主である人間が食べた物を食べる菌や、他の菌が作った物質を好む菌
もいます。そんな菌たちの生命活動は、人間にも恩恵をもたらします。例えば、人間には
消化が難しい食物繊維をエサにして人間の体に良い物質を作ってくれる菌がいたり、他
の菌が作った物質によって元気になる菌もいます。人間と菌、菌と菌、お互い持ちつ持た
れつの共生関係があるのです。

冊子Kins P4-P5

～あなたの食事が、腸内細菌を育てている～
共生

　腸内細菌たちは、宿主である人間が食べたものをエサにして生きています。では、宿主の

食生活が変わったら、腸にいる菌たちはどうなるのでしょうか？

　日本食でおなじみの海苔には、「ポルフィラン」という特殊な炭水化物が含まれています。

人間はこれを分解する酵素を持っていませんが、調査に協力した多くの日本人の腸内からは

ポルフィランを分解する酵素を持った腸内細菌が見つかっています。今のところこのような

腸内細菌が見つかっているのは日本人だけで、古くから海苔をよく食べる日本食文化が影響

していると考えられています。

　2018年、米国スタンフォード大学の研究チームは、このポルフィラン分解酵素を持った細

菌を使い、研究を行いました。マウスにこの菌を植菌したところ、通常の餌を食べ続けたマウ

スの腸内には定着せず、ポルフィランを豊富に含んだ餌を食べ続けたマウスの腸内にはこの

菌が定着したのです。食生活によって、腸内への菌の定着性が変わることが証明された、貴

重な研究結果です。

菌がつくり出す物質が、
腸内の菌を増やす

　アサヒグループが保有する「枯草菌C-3102株」は、生きて腸ま

で届き、腸内に生息しているビフィズス菌を増殖させることが確認

されています。「枯草菌C-3102株」は、腸には定着しにくい菌にも

関わらず、なぜそのような力があるのか長年の謎でしたが、2017

年、ついにその謎の一端が解明されました。「枯草菌C-3102株」が

つくり出す２種類の環状ペプチド（シクロ-バリン-ロイシン、シクロ-

バリン-イソロイシン）に、ビフィズス菌を増殖させる効果があること

を突き止めたのです。ビフィズス菌の多くは口から摂取しても腸に

届く前に死滅してしまうため、“腸内にすでにいる菌を増やす”働き

は、とても価値のあるものといえます。

ポルフィランを含むエサを
食べ続けると菌が定着した!

1Lab.
ラボ

世界のLab.NOT
Eからラ ボ  ノ ー ト

アサヒのLab.NO
TEから

食生活が変わると腸内で菌の定着性が
変わることを、海苔を分解する菌で証明！

ま
ず
は
研
究
員
の
話
を

聞
い
て
み
よ
う
！

腸内フローラと共生ラボ

【わかったこと】

●人間の食生活が腸内フローラに
影響を及ぼす

●人間には消化できない食べ物を
分解してくれる菌もいる

●菌同士の関わりも大事

Lab.1

　2018.11.5

【出典】　Hehemann, JH. et al. Transfer of carbohydrate-active enzymes from marine bacteria to Japanese gut 
microbiota, Nature, 464（7290）:908-912（2010）
Shepherd, ES. et al. An exclusive metabolic niche enables strain engraftment in the gut microbiota, Nature, 557（7705）:
434-438（2018）

食べたもので
腸内フローラが変わるって

ホントだったんだ！

※寒天培地にビフィズス菌を塗布し、48時間、37℃で培養。培養終了後、コロニーを
回収・懸濁し、菌濃度を測定。※各環状ペプチドは、培地にエタノールとともに添加。
対象は、培地にエタノールのみ添加。
■第69回日本生物工学会大会にて発表（アサヒグループホールディングス㈱）
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●「枯草菌C-3102株」がつくり出した
　2種類の環状ペプチドがビフィズス菌を増やす作用を確認！
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Lab.Report

見学
レポート私は、菌が腸内でどんな生活をしているのか研究してい

ます。特定の菌を増やすためには、菌の主食となるもの
を腸に届けて菌そのものが増えるのを助けたり、新しい
菌を腸に届けて定着させる方法があります。宿主
である人間が、自分のためだけでなく、菌のため
にも食事を選ぶようになれば、菌たちも
喜んでくれるのではないでしょうか。

私は赤ちゃんの腸内フローラの研究に携わっています。生ま
れてきた赤ちゃんの最初のうんちには菌がいません。赤ちゃ
んは産まれる時に、お母さんの産道を通る過程ではじめて
菌を獲得し、空気中や周囲にいる人間の皮膚などから徐々

に菌をとりこみ、数時間後のうんちから少しず
つ菌が観られるようになります。ミルクを摂り始
めると一気に増え、離乳食を経て家庭の食事に
変わると、腸内の菌も変わっていきます。

廣瀬研究員

かわいいコロニーができると嬉しくなります 赤ちゃんのうんちが
日に日に変化していくのが面白いです

外岡研究員

こんにちは、
腸内フローラと共生ラボへ

ようこそ。
ドーナツと

お茶をどうぞ。

でも、ドーナツは
カロリーが高いし
炭水化物は太るから
やめておこうかな。

どういうことですか？
野菜とかお肉はちゃんと

食べてますよ！

3

菌の種類が減ると
よくないんですか？

腸
内
細
菌
が
？

2

4

あり
がとうございます。

いろんな菌がいることで、腸内フローラの世界は
バランスが保たれているからね。

菌の種類が偏ると、おなかの中にガスがたまったり、
肌荒れや免疫力の低下にもつながることが

わかっているよ。

このラボでは、
どんな菌がどんな働きをして、

どんな食事をすれば
腸内フローラのバランスが

良くなるのか研究しています。

もしかしてダイエット中かな？
でも腸内細菌たちは

おなかを空かせているだろうな～

でも、例えばお肉などの
タンパク質ばかりを
摂取していると、菌の種類が
減ってしまうの。

腸内にいる菌は私たちが食べた物を栄養にして生きているの。
炭水化物は人間の体を動かすために必要な

エネルギーになるだけでなく、炭水化物を栄養にしている菌が
生きるためにも欠かせないのよ。

ビフィズス菌にとって、
「枯草菌C-3102株」は大好物を作ってくれる

最高のシェフってことだね。

1

モ
グモ
グ

人間が食べるものが菌を育てたり、
菌がいるからこそ人間が食べられるものが増えたり、

人間と菌は持ちつ持たれつの関係なんだよ。
人間にとって有用な働きをしている菌を突き止め、

どうしたらその菌が働きやすくなるのか、
きちんとデータを取って解明していきたいな。

そっか、菌は私と一緒に
生きてるんだ。

菌が喜ぶ食事をとらなきゃね。
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食べたもので
腸内フローラが変わるって

ホントだったんだ！

※寒天培地にビフィズス菌を塗布し、48時間、37℃で培養。培養終了後、コロニーを
回収・懸濁し、菌濃度を測定。※各環状ペプチドは、培地にエタノールとともに添加。
対象は、培地にエタノールのみ添加。
■第69回日本生物工学会大会にて発表（アサヒグループホールディングス㈱）
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●「枯草菌C-3102株」がつくり出した
　2種類の環状ペプチドがビフィズス菌を増やす作用を確認！
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「枯草菌C-3102株」
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レポート私は、菌が腸内でどんな生活をしているのか研究してい

ます。特定の菌を増やすためには、菌の主食となるもの
を腸に届けて菌そのものが増えるのを助けたり、新しい
菌を腸に届けて定着させる方法があります。宿主
である人間が、自分のためだけでなく、菌のため
にも食事を選ぶようになれば、菌たちも
喜んでくれるのではないでしょうか。

私は赤ちゃんの腸内フローラの研究に携わっています。生ま
れてきた赤ちゃんの最初のうんちには菌がいません。赤ちゃ
んは産まれる時に、お母さんの産道を通る過程ではじめて
菌を獲得し、空気中や周囲にいる人間の皮膚などから徐々

に菌をとりこみ、数時間後のうんちから少しず
つ菌が観られるようになります。ミルクを摂り始
めると一気に増え、離乳食を経て家庭の食事に
変わると、腸内の菌も変わっていきます。

廣瀬研究員

かわいいコロニーができると嬉しくなります 赤ちゃんのうんちが
日に日に変化していくのが面白いです

外岡研究員

こんにちは、
腸内フローラと共生ラボへ

ようこそ。
ドーナツと

お茶をどうぞ。

でも、ドーナツは
カロリーが高いし
炭水化物は太るから
やめておこうかな。

どういうことですか？
野菜とかお肉はちゃんと

食べてますよ！

3

菌の種類が減ると
よくないんですか？

腸
内
細
菌
が
？

2

4

あり
がとうございます。

いろんな菌がいることで、腸内フローラの世界は
バランスが保たれているからね。

菌の種類が偏ると、おなかの中にガスがたまったり、
肌荒れや免疫力の低下にもつながることが

わかっているよ。

このラボでは、
どんな菌がどんな働きをして、

どんな食事をすれば
腸内フローラのバランスが

良くなるのか研究しています。

もしかしてダイエット中かな？
でも腸内細菌たちは

おなかを空かせているだろうな～

でも、例えばお肉などの
タンパク質ばかりを
摂取していると、菌の種類が
減ってしまうの。

腸内にいる菌は私たちが食べた物を栄養にして生きているの。
炭水化物は人間の体を動かすために必要な

エネルギーになるだけでなく、炭水化物を栄養にしている菌が
生きるためにも欠かせないのよ。

ビフィズス菌にとって、
「枯草菌C-3102株」は大好物を作ってくれる

最高のシェフってことだね。

1

モ
グモ
グ

人間が食べるものが菌を育てたり、
菌がいるからこそ人間が食べられるものが増えたり、

人間と菌は持ちつ持たれつの関係なんだよ。
人間にとって有用な働きをしている菌を突き止め、

どうしたらその菌が働きやすくなるのか、
きちんとデータを取って解明していきたいな。

そっか、菌は私と一緒に
生きてるんだ。

菌が喜ぶ食事をとらなきゃね。
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【わかったこと】

●腸内細菌は免疫、脳、骨にまで影
響を与えることがわかってきた

●腸内フローラは体だけでなく、ここ
ろの健康にも密接に関わっている

●病気の治療や予防など、様々な可
能性が見えてきた!
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乳酸菌が腸を刺激して、脳にメッセージを送る！？
　腸は第二の脳といわれるほど神経系が発達して

おり、腸内の状態を察知して脳へメッセージを送

り、脳や、脳を介して体全体に影響を及ぼしていま

す。アサヒグループが保有する「ラクトバチルス・ガ

セリCP2305株（乳酸菌CP2305株）」を摂取す

ると、腸から脳へと向かう迷走神経を介して、脳へ

情報を送り、ストレスホルモン（コルチゾール）の分

泌を抑制したり、腸の機能を司る骨盤神経の活動

を調節することが報告されています。これまでに、

便秘や下痢の改善効果だけでなく、リラックス効果

や安眠効果があることが確認されています。他に

も脳と腸からどんな信号を出し合っているのか、引

き続き研究がすすめられています。

　アサヒグループの「枯草菌C-3102株」は、生きて腸まで届き、腸内のビフィ

ズス菌を増やす働きが確認されています。ある日、これを鶏に与えると雌鶏が産

む卵の殻が厚くなる、という新たな効果が報告されたのです。ひょっとして、同じ

ようにカルシウムを含む骨にも効果があるのでは?と考えた研究員は、骨密度が

低下しやすい閉経後の女性被験者を対象に、「枯草菌C-3102株」を半年間、毎

日摂取してもらいました。その結果、摂取前と比べて大腿骨の骨密度が増加し

ていることが示唆されました。また、体の中では骨を作るしくみと骨を壊すしく

みの両方が常に働いていますが、「枯草菌C-3102株」の摂取により、そのうち

骨を壊すしくみの方が抑えられることが示唆されました。骨を壊す細胞は免疫

細胞から分化することが知られています。「枯草菌C-3102株」が腸内フローラ

を整えたことや、「枯草菌C-3102株」自体が作り出す何らかの物質が、腸の免

疫系に作用して、免疫細胞が骨の破壊を行う細胞に分化するのを

抑えたのではないか、と考えられています。

私たちのおなかには、多種多様な腸内細菌が棲んでおり、人間と菌、菌と菌がお互い
に影響を与え合いながら生きていることがわかりました。最近の研究では、免疫や自
律神経に働きかけたり、心身の健康にも大きく関わっていることが明らかになってき
たのです。腸内フローラが、宿主の体だけでなく、こころの健康までも左右している
可能性が見えてきました。

～腸内フローラが私たちの体とこころを変える？～
腸内フローラと未来の可能性ラボ

私は腸内フローラの一員でもある乳酸菌の
遺伝子やタンパク質を研究しています。腸内
フローラには様々な菌がいますが、“どんな菌
を定着させるかは、腸自身が選抜している”と
いう可能性が最近の研究でわかってきたん
ですよ。腸管の免疫細胞がIgAという抗体を
出して、どんな菌を排除するか、もしくは腸内
にとどめるかを制御しているのではないか、
と考えられているんです。

研究員5年目ですが、想像していた以上に
腸内フローラが健康を左右していることが
わかり、その魅力に惹き込まれています。口
内や皮膚などにも常在菌がいますが、最近
の研究ではもともと口内にいた菌が腸に棲
みつき、腸内環境に影響を与えることもわ
かってきています。菌と人間との関わりを理
解するにはまだまだ未知なことが多いので
すが、少しでも良い関係を築くための研究
をしたいと思っています。

虫にも
腸内フロー

ラが
あるのを

知っていま
すか？

私の好きな菌は
「枯草菌C-3102

株」
です

3Lab.
ラボ

Lab.3

最
新
の
研
究
の
話
を

聞
い
て
み
よ
う
！

生きた微生物を摂取する「プロバイオティクス」に
ヒトの骨密度を増やす効果がわかったのは、世界で初めてです。

今後、メカニズムの解明を進めていきます！

生きて腸まで届く菌が、骨密度を増やす

　2018.11.5

たくさんの腸内細菌が棲む「腸」は、
脳と同じくらい重要な役割が

たくさん集まった組織なんだってこと。

栄養分と水分を
吸収するだけかと思ってた。

違うんだ！

そうだね。それ以外にも、腸内細菌が
人間の体にどんな影響を与えてるのか

解明されれば、病気の治療や
集中力のコントロールなど
様々な可能性が広がるよ。

腸は体の外側と内側を
隔てている外壁だから、
防御のしくみである

「免疫」が発達しているんだ。

腸は体内に張り巡らされた
免疫細胞の60～70％が集まっている、

最大の免疫組織なんだよ。
しかも、腸の免疫には、

腸内細菌が大きく関わっている
ことがわかってきたんだ。

さらにね、腸は、迷走神経という
自律神経で、脳と直接つながっている

場所なんだ。

だから脳やこころにも、
腸内細菌が働きかけている

可能性があるんだよ。

腸内細菌が、
体を守ってくれているの？

突然だけど、
「腸は第二の脳」
っていう言葉、
聞いたことある？

未来の可能性ラボへようこそ！

初めて聞いたかも。
どういう意味なの？

もしかして緊張すると
おなかが痛くなるのは、
腸と脳がつながって

いるから？

1

3

2

4

5

乳酸菌が腸を刺激して
脳に働きかけるって、
本当なんだ！試験前に
リラックスしたい時に
助けてくれるのかも
しれないなぁ。

※閉経から2年以上経過した50～69歳の健康な女性76名を対象とした試験
※試験食は「枯草菌C-3102株」を含むタブレット、プラセボは「枯草菌
C-3102株」を含まないタブレット
※大腿骨骨密度変化率は摂取前と摂取24週間後の比較
■出典：Takimoto, T. et al. Bioscience of Microbiota, Food and Health, 
37（4）:87-96（2018）
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●「枯草菌C-3102株」の摂取により、骨密度が増加！

●「乳酸菌CP2305株」の連続摂取により、ストレス応答や
　自律神経活動に関わる基底核の血流が抑制！

骨密度が
増加

※ストレスを自覚する21～57歳の男性8名を対象とした試験
※「乳酸菌CP2305」の菌末(1日あたり2×1010個を含む）を3週間摂取
※摂取期間前後に、脳の基底核の血流を画像化して測定
■第11回 国際乳酸菌シンポジウムにて発表
　（カルピス株式会社（現・アサヒグループホールディングス株式会社））
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血流が抑制！

腸内フローラは、想像していた以上に
私たちのこころや体の健康に密接に関わっていることがわかってきました。

どのようなメカニズムで働きかけ、どんな現象が起こっているのか。
どんな腸内細菌が具体的に関わっているのか、

まだまだわからないことだらけですが、
研究のしがいがあります！

おなかだけじゃなく全身に影響を与えているなんて、
腸内細菌は僕たちと一心同体の存在なんだね。
前よりも腸内細菌が身近な存在に思えてきた！

若井研究員 瀧本研究員

脳

腸

メッセージ
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※試験食は「枯草菌C-3102株」を含むタブレット、プラセボは「枯草菌
C-3102株」を含まないタブレット
※大腿骨骨密度変化率は摂取前と摂取24週間後の比較
■出典：Takimoto, T. et al. Bioscience of Microbiota, Food and Health, 
37（4）:87-96（2018）
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摂取群
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●「枯草菌C-3102株」の摂取により、骨密度が増加！

●「乳酸菌CP2305株」の連続摂取により、ストレス応答や
　自律神経活動に関わる基底核の血流が抑制！

骨密度が
増加

※ストレスを自覚する21～57歳の男性8名を対象とした試験
※「乳酸菌CP2305」の菌末(1日あたり2×1010個を含む）を3週間摂取
※摂取期間前後に、脳の基底核の血流を画像化して測定
■第11回 国際乳酸菌シンポジウムにて発表
　（カルピス株式会社（現・アサヒグループホールディングス株式会社））
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血流が抑制！

腸内フローラは、想像していた以上に
私たちのこころや体の健康に密接に関わっていることがわかってきました。

どのようなメカニズムで働きかけ、どんな現象が起こっているのか。
どんな腸内細菌が具体的に関わっているのか、

まだまだわからないことだらけですが、
研究のしがいがあります！

おなかだけじゃなく全身に影響を与えているなんて、
腸内細菌は僕たちと一心同体の存在なんだね。
前よりも腸内細菌が身近な存在に思えてきた！

若井研究員 瀧本研究員
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Kin’s腸内フローラ研究所
私たちのおなかに棲む、たくさんの腸内細菌たち。

それは、おなかの居候？

それとも、毎日を共に生きる大切なパートナー？

近頃、なにかと話題の腸内フローラ。

そこは、体の一部でありながら、

私たちの想像をはるかに超えた

大きな可能性を秘めた未知なる世界が広がっています。

「Kin's腸内フローラ研究所」には、

そんな腸内フローラの正体を解き明かすため、

最先端の技術を用いながら

日々研究に励んでいる研究員たちがいます。

今回は、そんな腸内フローラ研究の奥深い世界を

少しだけ覗いてみましょう。
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VOC(揮発性有機化合物)成分1%未満の地球にやさ
しいインキを使用しています

P08-0106

微生物と発酵のチカラを学ぶ研究情報誌
「Kin's（キンズ）」ホームページ
http://www.asahigroup-holdings.com/research/report/kins/

　人間の身体には、腸内だけでなく皮膚や口の中な
どいろんな場所に、様々な種類の菌が棲息していま
す。でも、とても小さいため肉眼では見ることはでき
ません。そこで、それらの菌を培養して、菌の集合体
（コロニー）を形成させることで、肉眼で観察ができ
るようになります。菌によって生育しやすい環境が
違うので、培地に入れる養分を変えたり、他の菌が
苦手な物質（濃い塩など）を入れて、特定の菌だけを
培養することもできます。どんな菌が私たちの体に
棲んでいるのか、調べてみましょう！

いま、腸内はどんな様 子？便を観察してみよう

私たちの 体に棲む菌はどんな菌？菌の培養法を紹介

便の分類方法

基本的な便の分類を紹介します。色や形、におい等で分類してみましょう
腸内の様子を知るために、
最も手軽で簡単な方法を
紹介するよ

次は微生物実験の
入門編を紹介するよ

　便は、私たちが食べたものの残りかすだけでなく、腸内細
菌やその死骸も含まれているので、腸内フローラの状態に応
じて、色やにおいが変わります。例えば乳酸菌やビフィズス菌
が多いと腸内に乳酸などの有機酸が増えて黄色っぽくなりま
す。便の様子と一緒に、食べたものや生活の記録をつけて、
相関関係を調べてみましょう！

冊子Kins H1-H4

身近なものの観察や実験から、研究につながる疑問は見つかります。
家や学校でできる腸内フローラの観察や、

微生物実験の入門編である菌の培養法を紹介します。

腸内フローラ研究の種をさがそう

これなら
家ですぐできそう！

口の中や皮膚など
部位による違いも
調べてみたいな！

① 寒天粉末や養分に水を混ぜて溶かし、ガラス製のフラスコに入れます
② フラスコの口をアルミホイルで覆い、オートクレーブで加熱します
③ ②が手で触れるくらいまで冷めたら滅菌済みのシャーレに入れます
④ ③が固まったら培地の完成！
⑤ 菌を採取したい体の部位を滅菌済みの綿棒でこすります
⑥ ⑤の綿棒で培地を優しくなでるように塗ります
⑦ 一晩培養してみましょう

寒天培地での培養方法

やってみよう！
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・微生物の実験には一定の危険が伴います。詳しい手順については、必ず
先生や専門家の指導の元、安全に留意して行うようにしましょう。

・実験で使用した培地は、必ずオートクレーブなどで滅菌処理してから廃
棄してください。培養した菌には直接手で触れないようにしましょう。

注意点
キンズ


