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「手し乳製品の未来を探る」

Lαctobacillus helveticusを用いたゴーダチーズの開発

木村 彰

(雪印乳業株式会社技術研究所札幌研究所)

Development of Gouda cheese with Lactobacillus helveticus 

Akira Kimura 

(Sapporo Research Laboratory， Snow Brand Milk Products Co.， LTD. Naebo-cho， Higashi-ku， Sapporo， 065-0043， ]apan) 

し はじめに

日本国内のチーズ消費量は1980年代後半から90年代

後半にかけて倍増し， 2000年以降も伸長を続けてい

る1)。さらに，うまみが強いチーズといわれている「パ

ルミジャーノ・レッジャーノJ，Iグラナ・パダーノ」の

輸入量は， 1990年に229トンであったものが， 1995年に

564トン， 2000年に1，224トン， 2005年には1，617トンと

急増しておりの，日本盟内でハード・セミハード系の熟

度が高いチーズの需要増加が特に著しいことを示してい

る。しかしながら，上記のような輪入チーズは高価であ

ることから，市場ではより安価で，大量に生産可能な熟

度が高いチーズの開発が求められていた。

熟成で生じるうまみについては，チーズに残存するレ

ンネットなど旗手L酵素，牛乳中のプロテアーゼ，乳酸菌

など微生物由来のプロテアーゼによってカゼインがペプ

チドへ分解され，さらにベプチダーゼによって分解され

て生じる遊離アミノ酸が大きな役割を果たしている3)。

熟度が高いチーズの価格を下げ，大量に生産するために

は，熟成期聞を短縮することが重要であり，さまざまな

方法が検討されてきた。しかしながら，そのような試み

では苦味ペプチドを生じ，チーズの風味が悪くなる問題

を伴っていた。

本報告では，苦味ペプチドを分解するベプチダーゼを

有する Lactobacillus(L.) helveticusを用いたうまみの強

いゴーダチーズの拐発と，このチーズを用いて明らかと

なった龍康効果について紹介する。

2. チーズのうまみ形成について

チーズのうまみは，上記のように乳タンパク質である

カゼインがプロテアーゼおよびベブチダーゼで分解さ

れ，低分子のペプチドや遊離アミノ酸が生成されること

で形成される。表 1にチーズ熟成に関わる主なタンパ

ク質分解酵素と風味への影響を示す。

うまみの強い風味良好な熟成チーズとするためには，

カゼインが分解されて生じる遊離アミノ酸量を多くし，

さらに苦味ペプチド生成を抑制するようなチーズ中のタ

ンパク質分解反応のバランスが重要となる。これまで，

乳酸菌や酵素などの利用によってカゼインを分解するプ

ロテアーゼ活性を強化する方法が試みられてきた。しか

しながら，プロテアーゼ活性のみ強くしても，熟成は速

くならず，苦味ペプチドが生じるリスクがある。そこ

で，良好な風味を得ながら熟成を速めるためには，プロ

テアーゼ活性だけでなく苦味ペプチドも分解できるベプ

表 1 チーズ熟成に関わるタンパク質分解酵素

出 来 喜孝素名 i基質 風味への影響

手L プラスミン カゼイン endo型ペプチダーゼで風味への影響は弱い

レンネット(仔牛) キモシン，ペプシン カゼイン j ペプシン含量が多い (10~20%) と苦味を生じやすい

Rhizomucor miehei由来 凝乳活性を持つが，熟成中ではキモシンと異なる部位を分解すること
レンネット(微生物)iなどの酸性プロテアーゼ;カゼイン から，仔牛レンネットに比べると苦味が出やすい

ブロテアーゼ カゼイン 活性が弱く風味への影響力は低い
骨崎噌』母 晶晶晶 圃鳴 a晶a 晶a・‘ '・ 守司 令副

乳酸菌 各種の exo型ペプチダーゼが，ペプチドを分解してアミノ酸を生成す
ペプチダーゼ ペプチド

る。菌株によって各活性のバランスが異なるため風味に違いがでる



うまみを強くするために，うまみ形成能が高い乳酸曹

を探索して，これをチーズ製造に利用することを考え，

当社乳醸蕗コレクションの169菌株から乳離菌の選抜を

行った4)。選抜する条件は以下のとおりとした。

(1) exo型ベプチダーゼ活性の高い乳接語

(2) 苦味消去能が高い乳製菌

(3) 自己溶解性が高い乳艶菌

exo型ペプチダーゼ活性については，合成基質を用い

て活性を比較し，最も活性の高い菌株として L.helveti-

cus SBT2171株を見出した(図 1)。

苦味消去能については，sカゼインのトリプシン分解

物をコントロールとし，これに菌体抽出物を作用させた

ものを官能評価し，苦味強度色点数化して比較した。そ

の結果， exo型ペプチダーゼ活性が最も高かった L.hel-

veticus SBT2171菌株の苦味消去能が最も高い結果とな

った(図 2)。

L. helveticus SBT2171菌株を用いたチーズの熟成中の

菌数変化を調べたところ，製造翌日には 1X 107 cfu/ g 

第57巻

以上の菌数が検出された，しかしながら 8・週間後には

全く検出できなくなった。一方代表的なチーズスター

ターである LDスターターは，製造翌日の乳酸薗数が 1

X 108 cfu/ g以上であり， 8適間後でも 1x107cfu/g以

上の菌数が検出された。このことから ，L. helveticus 

SBT2171葡株はチーズ中で急速に溶留すると判断した。

以上の検討結果から，上記(l)~(3)の条件を満たす乳酸

菌として，L. helvetic附 SBT2171菌株を選抜した。この

菌株安用いてチーズを製造し，熟成4ヶ月の遊離アミ

ノ酸量を測定したところ，総遊離アミノ酸量は当社ゴー

夕、チーズの1.5倍以上，うまみに関与するアミノ酸量は

2倍以上となった。

以上の結果から，L. helveti切sSBT2171菌株をスター

ターとして添加することにより，うまみの強いゴーダ

チーズを実用化することができた(商品名:芳欝ゴーダ)。

芳醇ゴーダは，直接消費用の雪印北海道100芳醇ゴー

ダクラッシュとして，またプロセスチーズや北海道100

スライスチーズに配合して販売している。
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チダーゼ活性も併せて強化する必要がある。

うまみの強いゴーダチーズの開発3. 

L. helveticus SBT2171株を用いたゴーダチーズの

鍵康効果

4. 

ワインの摂取量と繍環器系疾患死亡率にマイナスの相

闘があることは，フレンチパラドックスとしてよく知ら

れている。同様の相関がチーズでもみられ，チーズの消

費量が多い盟ほど循環器系疾患死亡率が低いとの報告が

なされている(図 3)5)。そこで当社では循環器系疾患と

かかわりの深いメタボリツクシンドロームのチーズによ

る予防効果について検討した。メタボリツクシンドロー

ムとは肥満を原因として，糖尿病，高脂血症，高血庄の

ような複数の症状を聾する疾患である。

この予防効果を検証するため，この芳醇ゴーダを肥満

モデ、ルマウスに投与し，チーズを投与しない対照群と比

較したところ，血中脂質の濃度低下，腸間膜脂肪蓄襲抑

Leu-Leu山 Leu

600 

分解活性 Cnmol/min/mgprotein) 

Leu-Leu 

Lb. acidophilus SBT 2064 

Lb. casei SBT 2239 

L立bu者沼ricusSBT 2115 

Lb. lactis SBT 2003 

L丘fermentumSBT 2537 

Lb. helveticus SBT 2150 

φLb. helveticus SBT 2171 

Lb. plan白即m SBT0793 

Lb. rhamnosus SBT 0803 

T
t
n
u
 

n
4
 

g
b
 w

 

es o
 

m
 

e
 

r' c
 

n
M
e
 s

 
s
 

-s t
 

e
 

a
 

l
 

c
 

'a伽

循
環
器
疾
患
死 jイギリス
亡 300
者
数
嘉 200
女
10 
万 100
人 Ir=-0.893 
あ Ip=O∞7 

f~ 0 
ふ 5

400 

合成基質を用いた exo裂ぺプチダーゼ活性の比較

……  
1陣翻ト→モー

図 1

Lb. acidophilus SBT 2064 

Lb. casei SBT 2239 

Lb. bu，危"aricusSBT 2115 

Lb. lactis SBT 2003 

Lb. fermentum SBT 2537 

Lb. helveticus SBT 2150 。Lb.helveticus SBT 217 
Lb. plantarom SBT 0793 

Lb.幼'amnosusSBT 0803 

Lc. lactis ssp.cremoris Wg2 

Bカゼインのトリプシン分解物

。
0 

20 40 60 80 

ワイン消重量蚤(U年/人)
30 10 15 20 25 

チーズ消費量(kg/年/人)

苦味強度

・9カゼインのトリプシン分解物を各箇体抽出物で300CIこて6時間反応
・苦味iま反応書官の官言語点を3とし、。から3の官能スコアで表現
-エラーパーは擦準偏差

チーズ・ワイン摂取量と循環器系疾患死t率の関係図3官能評価による苦味消去能の比較図 2



111 

ディポネクチン濃度を比較した。チーズを含む高カロ

リー食を投与したラットではアディポネクチン濃度に差

は見られなかったが，チーズを含まない高カロリ一会を

投与したラットでは 8週間後にアディポネグチン濃度

が低下した(図的。

チーズを含む餌を投与したラット群で血清中のアディ

ポネクチンが変化しなかった要因として，チーズ中に酸

化ストレスを緩和するような抗酸化物質が含まれている

と推測した。そこで，抗酸化効果があるペプチドについ

て，逆相互PLCで分離し， βカロテン退色法で活性を

評価して探索した。最も抗酸化活性を有するペプチドを

分離同定したところ， 10のアミノ酸からなるデカペプ

チドが発見された。このペプチドは αSlーカゼインの 4

から13番Bに相当する配列であった(留針。さらに，

このペプチドの抗酸化活性を食品に含まれる抗酸化活性

を有する物質の一つである茶カテキンと比較したところ，

1~100μM の濃度で茶カテキンの60~70%程度の抗酸

化活性が認められた。このチーズデカペプチドをラット

第 3号

制のような脂費代謝改善効果が得られることを確認した

(国 4)6)。

さらに，メタボリツクシンドローム予防に大きな影響

を与えるアディポネクチンに着目して検討を行った。ア

ディボネクチンは，指目方細胞から分泌されるサイトカイ

ンで，糖尿病予防，脂質代謝向上，動脈硬化予防といっ

た作用が報告されている。また，アディポネクチンは杷

満が進行して脂肪細胞が紐大するとその分泌量が低下す

ることが知られている。アディポネクチン分泌量の低下

要困として，酸化ストレスが一因と考えられており，内

臓脂肪が蓄積すると，活性酸素が産生され，これが酸化

ストレスとなってアディポネグチンの分担、量が低下する

と言われている。

チーズ摂取がラット血清中アディポネクチン濃度に与

える影響について検討した。芳醇ゴーダを含む高カロ

リー食を投与したラットと，チーズを含まない高カロ

リー食を与えた群で投与開始と 8週間後で血j背中のア
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図8 マウスへの熟成チーズ投与によるアルコール性肝臓
障害抑制作用

ポネクチン分泌に与える影響 れる。

の内臓指肪細招に10~100μ話投与したところ，アディ

ポネグチン分泌量が増加した(図 7)。乳・乳製品がメ

タボリツクシンドロームを抑制するという報告があ

り7)，乳中のカルシウムや共投リノール酸 (CLA)など

が抑制効果の要因の一部であると考えられている。芳醇

ゴーダによる抑制効果には，カルシウムや CLAに加え

て，チーズ中のペプチドも関与している可能性がある。

メタボリツクシンドローム予防効果の他に，チーズと

一緒に摂食する機会の多いアルコールに注医して，アル

コール性肝障害の抑制作用について検討した。アルコー

ルを投与したマウスに未熟性，熟成5ヶ月， 8ヶ月の芳

醇ゴーダを含む鰐を投与し，肝拝客マーカーであるアス

パラギン酸アミノトランスフエラーゼ (AST)やアラ

ニンアミノトランスフエラーゼ (ALT)の血築中濃度

を測定した。その結果，熟成チーズを含む餌を投与した

ラットでは肝障害マーカ一個が正常マウスと比較して差

がなったのに対し，未熟性のチーズを含む餌を投与した

マウスでは肝障害マーカーの値が正常マウスと比較して

高くなった。このことから，動物実験ではチーズにはア

ルコールによる肝障害を抑制する効果が示唆された(国

8)。本チーズは遊離アミノ離やペプチドを豊富に含ん

でおり，アミノ酸は肝障害を予防することから，このよ

うな機能を示すものと推定している。

これまで述べてきたように，動物実験，細胞実験では

あるが，チーズがメタボリツクシンドローム予訪効果，

アルコール性肝捧害抑制効果を有する可能性が認められ

た。今後は，チーズ保寵機能の詳しいメカニズムの解明

やヒトに対する保健機能研究など，さらなる進展が望ま

5. おわりに

昨今の輪入チーズの急激な高騰にともなって，乳価の

上昇にもかかわらず国産チーズの相対的な価値はより高

くなっている。このような状況で，国産チーズの魅力を

さらに高めるためには，そのおいしさを増すことが重要

である。また，そのようなチース守の風味に関わる研究開

発に加え，保健機能に関する研究もチーズの付加価値を

増す上で非常に重要である。今後もこれらの研究を進め

てゆくことで，さらなるチーズの需要拡大に貢献したい。
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