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北海道内で分離した乳酸菌Streptococcussalivarius ssp. 

thermophilusを利用したモッツァレラチーズ製造技術
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Manufacturing Process of a Novel Mozzarella Cheese Using Originally Isolated Lactic 

Acid Bacteria, Streρtococcus salivarius ssp. thermoρhilus, from Hokkaido 

Naohiro Hamaoka1・. Daisuke Yasokawa1. Yukihiro Okumura1. 
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To produce a novel Mozzar巴Ilacheese, the homofermentative lactic acid bacteria (LAB) Str，ψtococcus salivarius 
ssp. thermoρhilus, isolated in Hokkaido, was chosen from the authors' originally constructed LAB library. 
Physiological analysis of this strain indicated relatively weak acid production. To use this LAB as starter bacteria to 
produce mozzarella-type cheese, citric acid was used as a supplement to decrease the pH. Thus, the manufacturing 
method using both lactic acid fermentation and pH adjustment was established for the mozzarella cheese. The 
mozzarella ch巴esemade using this manufacturing method exhibited good flavor. Consequently, we demonstrated 
that the originally isolated strain could be applied to the cheese manufacturing process without th巴needto select 
variants that are tolerant to severe culture conditions. Therefore, this result indicated that wild strains might be 
applied to cheese manufacturing without the need for laborious pre selection considerations. 
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ナチュラルチーズの圏内生産量および消費量は年々と増

えている！＇.また，圏内のチーズ製造事業所数も増加し 2;

チーズ工房は平成 26年で240箇所が生産しているi'.

チーズ製造には乳酸菌による乳酸発酵過程が必要であ

り，チーズ製造に利用する乳酸菌のことを乳製品製造業界

では「スターター」と称している．スターターは，チーズ

の味，香り，テクスチャ一等のほとんどを決定する重要な

役割を担う司このため，使用するスターターの違いは，商

品の差別化にも繋がる．チーズ製造の際，スターターは，

乳酸菌体を前もって培養して必要量の乳酸菌を準備する

か，凍結乾燥粉末化された乳酸菌を購入して用いることが

多いそ

近年，スターターとする乳酸菌は，ヨーロッパを中心と

する国外メーカー製で，直接チーズパットに投入する濃縮

スターターの凍結乾燥品が主流となっているそそのため，

使用する乳酸菌での製品差別化が図られている状況とはい

えない．

圏内では各地で独自の微生物を分離し新たに分離され

た酵母 Sacc加romycescerevisiaeを用いたパンヤシード

lレ5：乳酸菌Lacto bacillusρlantarum Hokkaido株を用いた

発酵豆乳6）など，食品製造へ応用される例が数多く見られ

る．チーズ製造においても，このように地域で独自に分離

された固有の乳酸菌を活用することにより，地域ブランド

を冠した新たな製品づくりに繋がるものと考えられる．

本研究では，地域で独自に分離した乳酸菌を活用する食

品として，非熟成タイプのモッツァレラチーズ製造に着目

した．モッツァレラチーズは 純白で、柔らかく弾力性があ

り，なめらかで綴密な組織を持つフレッシュチーズで、ある．

その製造方法のうち，凝乳したカードを熱水中で担ねて引

き延ばす延伸操作が，他のチーズには見られない特徴的な

1干0690836北海道江別市文京台緑町589-4,2干0630849北海道札幌市西区八軒9条西 10丁目 137 
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工程である．この際，カードの pHが所定の値まで低下し

ていることが重要であり，これが固さやストレッチ性と

いったモッツァレラチーズの特性や品質に影響を及ぼす．

したがって，モッツァレラチーズを製造するには，時間と

pH と温度でこの工程をコントロールする必要がある 7~

著者らは，所属する機関が北海道産の生乳から分離した

乳酸菌のうち，菌株がもっ凝乳活性など優れた特性を活用

して，培養特性の把握からモッツァレラチーズの試作製造

までの技術を民間企業と共同して明らかにした．この結

果，地域から分離された乳酸菌による乳酸発酵と pH調整

剤を併用する方法で，モッツァレラチーズを製品化する技

術を見い出す事が出来たので報告する．

実験方法

1. 試料

乳酸菌の培養には，スキムミルク（雪印メグミルク）を

蒸留水で 10%(w/v）に調製し， 105℃， 7分間オートクレー

ブ殺菌した 10%還元スキムミ Jレク液を使用した．

実験室スケールでのチーズ試作には，市販の低温殺菌牛

乳（サツラク乳業， 65℃， 30分間殺菌）を使用したまた，

ミニプラントスケールの試作では，生乳（町村農場）を購

入し乳業用殺菌装置パステライザー（ニチラク機械）で，

65℃， 30分間殺菌し，以降の作業の都合のため， 5℃で約

16時間冷蔵保存したのち翌日に使用した

2. 試薬

チーズ製造に用いる凝乳酵素レンネットは， NATUREN

standard plus 290 （クリスチャンハンセン，デンマーク）を

使用したクエン酸は関東化学の特級試薬を使用した乳

酸菌数測定のための培地は， BCP加プレートカウントア

ガー（日水製薬）を使用した乳酸菌株の糖資化性には，

菌株を Ml7ブイヨン（オキソイド）で培養したうえで，細

菌同定検査キット API50CH（シスメックスピオメリュー）

を使用したその他の一般試薬については和光純薬工業製

の特級試薬を使用した

3. 乳酸菌株

本研究に供した乳酸菌は，著者らが保有する乳酸菌株ラ

イブラリー8）の中から，乳凝固性を指標に，モッツァレラ

チーズを製造可能な菌株を選択した．すなわち，ライブラ

リー登録のうち，酸生成を主体とし乳を凝固させる乳酸菌

Streptococcus salivarius ssp. thermophilusおよびLactococcus

lactis ssp. lactisの合計14株から，最終pH（無調整牛乳で

40℃， 72時間後の pH）が4.0を下回ることと，ガス発生を

しないことを指標に，ホモ発酵乳酸菌 S.salivarius ssp. 

thermoρhilus #04100株（以下，＃04100株）を北海道オリ

ジナルの乳酸菌として使用したなお，本株の菌種名は，

菌体内 16Sリボゾーム RNA遺伝子の塩基配列をもとに

NCBI/GenBank （米国）を用いて決定したまた参考菌株

として，市販乳業用乳酸菌スターター STI-12（クリスチャ

ンハンセン，デンマーク， S.salivarius ssp. thermoρhilus, 

以下STI-12）を使用した．

4. 乳酸菌の糖資化性

乳酸菌株の糖資化性は，細菌同定検査キット API50CH 

で確認した＃04100株を Ml7ブイヨンで40℃，オーバー

ナイトで培養し，遠心分離（1700×g,5分間）により集菌

して，アピ CHL培地に懸濁して菌液を調製した．この菌

液を細菌同定検査キット API50CHに添加し， 40℃で 48

時間培養し，糖資化性各項目について， pH指示薬の着色

を指標に目視により判定した

5. 乳酸菌の培養特性把握

北海道オリジナルの乳酸菌株を使用してモッツァレラ

チーズを製造するため，乳酸菌の培養特性を次のように解

析した

培養は 10%(w/v）スキムミルク液での静置培養とした．

#04100株は冷凍保存ストックから， STI-12はDVS乾燥菌

体から 40℃で 16時間培養し，これをマザースターターと

した．次いで、新しい培地にマザースターターを 5%(v/v) 

加えて 40℃で 16時間培養し これをバルクスターターと

した．さらに新しい培地にバルクスターターを 5%(v/v) 

加えた被験区をそれぞ、れ32,35, 38および41℃で培養し，

一定時間ごとに pH，酸度および生菌数を測定した．

それぞれの測定は次のとおり行った.pHはガラス電極

を用いて直接測定した．酸度は，被験試料を 9.0g秤量し，

蒸留水20mLを加えて懸濁し， Olmol/L水酸化ナトリウ

ム液でpHが8.4になるまで滴定して終点を確認し中和

に消費した水酸化ナトリウム液の容量から算出した生菌

数は， BCP加プレートカウントアガーで40℃， 72時間培

養した後のコロニー数から算出した

6. 有機酸等分析

乳酸菌を 10%(w/v）スキムミルク液で前培養したバル

クスターター中の有機酸等の量は，液体クロマトグラ

フイーで測定した試料は，蒸留水で、 10倍希釈した後，遠

心分離（1700×g,5分間）により得た上清をシリンジフィ

ルター（ポアサイズ0.45μm，アドパンテック）で漉、過して

調製した分析は，カラム Shimpack SCR102 H (300 mm 

×SmmI.D.，島津製作所）を 2本直列に接続し，移動相に

5mmol/Lp－トルエンスルホン酸液，検出試薬に 5mmol/L

ρートルエンスルホン酸および 100μmol/L EDT Aを含む

20 mmol/L Bis tris水溶液を用いて，電気伝導度により検

出した．試料の注入量は lOμL，移動相の流速は O.SmL/

分，カラム温度は 40℃で、行った試料中の各物質の濃度

は，乳酸，クエン酸およびリン酸の各標準試薬のピーク面

積と比較し算出した

また，試作したチーズに含まれる有機酸の量は，チーズ

から有機酸を抽出するため，チーズ 5gにアセトニトリル

36mLおよび蒸留水 9mLを加え，エクセルホモジナイ

ザ、一（日本精機製作所）で lOOOOrpm,5分間ホモジナイズ



した後，遠心分離（1700×g,5分間）した上清をシリンジ

フィルターで漉過して液体クロマトグラフに供した．

7. モッツァレラチーズ試作

チーズの製造方法は，国産ナチュラルチーズ製造技術研

修会（一般財団法人蔵王酪農センター主催）で用いている

方法に準拠し，一部を改変した．すなわち，殺菌した原料

乳の温度が31℃になったことを確認したのち，スターター

を添加し，以降30分間時々揖排した添加量は， DVS乾

燥菌体は添付文書記載の量から比例計算して得た量，保有

乳酸菌はスキムミルク液でバルクスターターを調製したう

えで，原料乳の 5%(v/v）に相当する量とした スターター

添加 30分後に，レンネットを原料乳の 0.01% (v/v）添加

し，静かに撹祥し分散させ，静置した凝乳したカードが

きれいに裂け，裂け目から澄んだホエイがしみ出るような

適度な強度となった後，カードナイフでカードをサイコロ

状にカットし， 20分程度ゆるやかに撹持して，ホエイ中で

カードを収縮させたその後， 30分程度で41℃まで昇温

させ，さらに撹持を 20分程度続け，カードからホエイを漏

出させた加温終了後，チーズパットからホエイを排出し，

カードを 20分ごとに反転させながらホエイを完全に排除

した．反転させる際に，カードの一部を取り， 80℃程度の

湯に浸漬してカードの可塑性を確認した．ある程度の可塑

性が確認できた時点で，カード全体をさらに担ね上げ延伸

させ，全体に可塑性のある滑らかな白色の塊になったとこ

ろで終了し，製造完了とした．製造中はカードおよびホエ

イの温度と pHを随時測定した

このうち，実験室スケールでの試作は次のように行った．

市販の低温殺菌乳（サツラク乳業） 700mLを，スターター

添加前において原料乳の pHを低下させるために， 13mL

程度の 10%クエン酸溶液でpH5.6に調整して，原料乳と

した．ただし，チーズパットとして食品保存用プラス

ティック製容器を用い，カードナイフの代わりに果物ナイ

フを，チーズパットの保温と昇温にはウォーターパスを用

いた．

また，ミニプラントスケールでは次のように行った．生

乳50kgを，パステライザーを用いて， 65℃， 30分間の条

件で殺菌し，5℃で約 16時間冷蔵保存したのち，チーズパッ

ト（ニチラク機械）で加温し，製造を開始した pHの調整

は， 20%クエン酸溶液を用いて pH5.6とした．ホエイ排

出後， 80℃程度の湯に浸漬して適当な可塑性が確認できた

時点でカードをストレッチャー（ニチラク機械）に移し延

伸を継続した．最後に手のひらサイズ（約 lOOg）にちぎり

取り，ボール状にまるめて 15%(w/v）程度の塩水に約 60

分間浸漬したのち，真空包装した．

8. 官能評価

ミニプラントスケールで試作したチーズについては，そ

の風味について，健常成人6名のボランテイア評価者によ

る官能評価を行ったこの評価は，北海道立総合研究機構

( 12 ) 

1. 乳酸菌の選定および糖資化性

モッツァレラチーズ製造には 酸生成を主体とする乳酸

菌がよく用いられ，市販の乳酸菌スターターにおいては，

Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactobacillus acidoρhilusや，

Str，φtococcus salivarius ssp. thermophilus （以下， S.thermo-

ρhilus とする）が使用されることが多い9~

本研究では，実用段階での製造時間を考慮して，チーズ

製造を 35～ 45℃の比較的高い温度帯で短時間で製造する

製法を用いることとしたそこで，著者らが保有する乳酸

菌株ライブラリーの中から，この温度帯で酸生成が期待で

き，ガスを発生しないホモ発酵乳酸菌である丘 thermo-

ρhilusを選ぴ，事前に得られていた最終pHデータ（無調

整牛乳で40℃， 72時間培養後の pH)Blを指標に，北海道の

生乳から分離された＃04100株を選択した

はじめに，保有株＃04100株が資化できる糖について，

細菌同定検査キット API50CHを用いて評価した（表 1).

その結果，本菌株は，ガラクトース，グルコース，フルク

トース，ラクトース，およびスクロースを資化可能である

ことが明らかになったなお この結果から得られる使用

キットによる本菌株の同定結果は S.thermophilusであった

が，同キットに示される一般的な同菌種株に比べ，ガラク

トース資化性が特に強い菌株であることが明らかになった

第3号

産業技術研究本部人間工学実験取扱要領の規定による実験

計画の承認（食研47号，課題番号 13）を得て実施した官

能評価項目は，色，香り，味，食感について，良い3点・普

通2点・悪い l点の3点法で評価し，その他全般について

記述式のコメントを得た．

実験結果および考察

2017年3月第64巻日本食品科学工学会誌134 

乳酸菌＃04100株の主な糖資化性

Glycerol 

Erythritol 

D-Arabinose 

L-Arabinose 

D-Ribose 

D-Xylose 

L-Xylose 

D-Adonitol 

D-Galactose 

D-Glucose 

D-Fructose 

D-Mannose 

LSorbose 

LRhamnose 

Inositol 

DMannitol 

D-Sorbitol 

＋ 

＋ 

D-Cellobiose 

D-Maltose 

D-Lactose 

D-Melibiose 

D-Sucrose 

D-Trehalose 

D-Melezitose 

D-Raffinose 

Xylitol 

Gentiobiose 

D-Turanose 

D-Lyxose 

D-Tagatose 

D-Fucose 

L-Fucose 

D-Arabitol 

L-Arabitol 

＋
＋
－
土

表 1

一，資化性なし；±，弱い資化性あり；＋，強い資化性あか

をそれぞれ示す．
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図 1各培養温度における乳酸菌＃04100株添加スキムミル
ク液のpH低下曲線

培養温度..32℃；｜阻 35℃；企， 38℃，..41℃をそれぞれ
示す．

2. 培養特性

次に滅菌した 10%(w/v）スキムミルク液を用いて＃04100

株の特性を評価した培養温度40℃で 16時間培養したマ

ザースターターでは， pHが5.02～5.25，酸度が0.39～0.40

%，生菌数が5.0～8.1×l08c白／mLであった（複数回の試

験結果を数値範囲で示した（以降同様））．さらにこのマ

ザースターターから調製したバルクスターターでは， pH

が4.27～4.60，酸度が0.66～0.79%，生菌数が6.6×108～1.3

×lQ9cfu/mLであった．

一方，市販スターター STI-12は，上記同様の実験で，マ

ザースターターでpHが4.28～4.33，酸度が0.85～0.87%,

生菌数が1.2～1.8×109cfu/mL，バルクスターターでpHが

4.31～4.48，酸度が0.78～0.84%，生菌数が 1.5×109cfu/mL

であった．

一般に市販で供給される直接添加用 DVSスターターの

生菌数は， 1011-10～fu/g であることが多く 10~ STI-12で

は，凍結乾燥品からのマザースターターで l09cfu/mL台

を示したことから，製造用スターターとして生乳への投入

時に 109cfu/mL台が必要と見積もられる．一方で，＃

04100株の増殖は若干遅い傾向があり，冷凍保存菌株から

直接 40℃， 16時間培養のマザースターターでは 108

cfu/mL台までしか増殖しないが，バルクスターターを調

製することによって 109cfu/mL台にまで増菌できること

が明らかになった したがってチーズ製造用のスター

ターとして必要な菌数 109cfu/mL以上を確保するために

は，冷凍保存菌株からマザースターターをまず調製し，さ

らにバルクスターターを調製する二段階の前培養を行うこ

とで，製造用スターターとして必要な生菌数を得られるこ

6.2 
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国 5.6
巳‘

5.4 
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図2 各培養温度における市販乳酸菌スタータ－ STI・12添
加スキムミルク液のpH低下曲線

培養温度。， 32℃；..35℃；企， 38℃；..41℃をそれぞれ
示す

とが明らかになった．

次にバルクスターターを 10%(w/v）スキムミルク液に

5% (v/v）加えた被験区をそれぞ、れ32,35, 38および41℃

に設定して培養したこの結果，＃04100株と STI-12とも

に，高い温度ほどpHの低下が進み，環境温度に依存的な

酸生成能が推定された（図 l，図2). しかし，いずれの被

験区においても，＃04100株は， STI-12に比べて pHの低下

が全体に遅かった特に培養3時聞から 4時間の聞の pH

低下速度が遅いため，凝乳後のカードを延伸する際の目

安川である pH5.3まで低下させるには， 6時間以上の培養

時聞が必要で、あることが明らかになった（図 l，図 2).

市販で供給される乳酸菌スターターの菌株は，製品製造

目的に応じて相当数の菌株の中から選抜され，それぞれの

用途に特化した性質を有する菌株を利用しているものと考

えられる．一方，自然界から分離される乳酸菌野生株は，

産業での利用に必要な特性が十分認められないことも多

い．現に，全国各地で自然界や既存の食品から特定の微生

物を分離し，新しい食品開発に活用している例が近年多

い山3）が，産業で利用するうえで価値のある微生物を得る

ためには相当多数の分離株から選抜していることが多く見

受けられる．

本研究では，限られた分離菌株母集団の中から選択した

乳酸菌株の有効な活用方法を検討したその結果，厳しい

選抜を経ている市販スターター乳酸菌の能力には及ばない

が，地域独自で分離した保有株＃04100株は，弱いながら

も酸生成能が期待できることが明らかになった．しかし，

モッツァレラチーズ製造におけるスターター添加から延伸

までの標準的な時間は，各工程の時間を足し合わせるとお
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図 3 各培養温度における乳酸菌＃04100株添加スキムミル
ク液のpH低下幽線（初発pHを5.6に調整）

培養j鼠度 ..32℃；.. 35℃， .... 38℃， .. 41℃をそれぞれ
示す

よそ 4時間前後であり JI) #04100株はこの時間では目的

pHまで低下させることが難しいことが明らかになった

したがって，本菌株を用いてチーズ製造を行う場合は，食

品製造で使用できる酸を添加して，乳酸菌による乳の pH

の低下を補う必要があると考えられた

そこで，pH調整剤としてクエン酸を使用して，乳酸菌

による乳の pH低下を酸添加で補う製造方法について検討

した 具体的には，原料乳に 10%(w/v）クエン酸液を添

加することで，はじめから乳の pHを下げたうえで，上記

同様に＃04100株の培養試験を行い，培養時間による pH

変化を検証した なお，調整後の乳の pHの目安は，急激

なpH低下による部分的な酸凝固を回避するため， pH5.6

とした

その結果，乳の pHは41℃培養 4時間で pH5.26に， 5

時間で pH5.16まで低下した （図3）.一般にモッツァレラ

チーズの製法ではカードの延伸を pH5.3～5.1で行うのが

理想的である JI) ことから，初発pHをあらかじめ下げるこ

とによって，＃04100株を活用して pHを目標の数値にする

ことができ，本菌株をチーズ製造に使用できることが考え

られた．

3. 有機酸生成量

保有株＃04100株およびSTI-12を培養して調製したバ

ルクスターターに含まれる有機酸等の量について分析し

た その結果，バルクスターター中の有機酸等は，乳酸，

クエン酸およびリン酸が確認された（図 4）が，そのほかの

有機酸は検出されなかった また，＃04100株は STI-12に

比べ，乳酸の生成能がやや低いことが明らかになり，この

数値は上述した培養による pH低下の結果に相応すると考

00 
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図 4 乳酸菌スターター液中の有機酸等の量（rng/IOOg)

．，乳酸，口，クエン酸，口，リン酸をそれぞれ示す

えられた．

4. チーズの試作

保有株＃04100株をスターターとして使用し，酸を併用

した製造法の検討として まず実験室スケールでチーズの

予備製造試験を行った添加する酸は 10%(w/v）クエン

酸液を使用し原料乳の初発pHを5.6に調整した その

結果，レンネット添加から約 15分で凝乳し，約 2時間 30

分でホエイオフ，約 4時間で適当な可塑性が確認できる

カードができることを確認したこの結果から，酸を併用

する方法で保有株＃04100株を用いたチーズ製造が可能と

考えられた

次いで＼保有株＃04100株を用いて原料乳 50kgのミニ

プラントスケールでモッツァ レラチーズを試作した．実験

室スケールでのチーズ試作同様， pH調整剤としてクエン

酸溶液を添加したが，添加量が多いと原料乳を薄めてしま

うことが想定されたため ここでは 20%(w/v）クエン酸

液を用い，原料乳の初発pHを5.6に調整した

この試作製造では，レンネット添加後 15分程度で凝乳

が確認でき，約 2時間後にホエイを排出したが，早い時聞

からカードの適当な可塑性が見られはじめ，約 3時間 20

分後に滑らかな可塑性のある状態であることをもって製造

終了とした カードの温度と pHの変化を図 5に，製造の

模様を図 6に示した．

試作製造においては，昇温工程を経ても pHの低下は緩

やかであったが，生成したカードの可塑性が十分に確認で

きるモッツァレラチーズを製造することができた．一般的

な製法では，ホエイを除去しながらカ ードのpHを5.3～

5.1に低下させ，乳中のカゼインをモノカルシウムパラカ

ゼイネイトに変化させる7）このとき，pHの低下速度も組

織の性質に影響し，早く目標 pHに達するとカードの繊維

性が弱くなり，反対に長い時聞を掛けると硬く繊維性が強

いものになるとされる 本試作では，保有株＃04100株に

よる pH低下能は弱く，目標 pHに到達するまでチーズ
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ミニプラントスケールでのチーズ製造時の模様

エイに排出されたと推測され，原料乳の pHは下げるが，

ほとんどがチーズに残存せず，添加クエン酸が製品の食味

に影響する可能性は極めて低いことが示唆されたこのこ

とから，製造されたチーズ自体の pHを低く維持するため

には，乳酸の存在が重要となると考えられ，乳酸は食味だ

けではなく，保存性にも影響していると推測できる

このように，酸の添加と乳酸菌を併用する方法は，旧来

知られている酸添加のみによる欠点を補うことが出来るだ

けではなく，乳酸菌による乳酸生成により風味と保存性を

付与することができることが明らかになった

そして，地域由来の乳酸菌に酸産生能がやや弱くても，

種々の条件を巧みに組み合わせることで，その独自の乳酸

菌による風味豊かなモッツアレラチーズを製造することが

できると考えられた．

5. 官能評価

試作品の味，香りなどの風味を評価した．試作品につい

て，健常成人6名のボランテイア評価者による官能評価を

実施した

その結果， 味香り 2.3,それぞれの評価平均は，色 2.0,

図 6

パットを保温すると，水分が抜けすぎ，柔らかさを損ねる

可能性もあったが，カードの可塑性をもって製造終了を判

断し，製品化が可能であることが確認できたことは意義が

あると考えられた また，pH低下の緩慢さは，酸添加な

どにより pH制御を行いやすい側面はあり，利点でもある

と考えられた

乳酸菌による原料乳の pH低下効果に全く依らずに，添

加する酸のみで乳を凝固させてチーズを製造する方法は，

かねてより知られている！？ しかし，この方法では乳酸菌

が関与しないため，特有の発酵臭が得られない欠点がある

さらに，独特の酸味を表すために重要な乳酸も生じない

牛乳には含まれない乳酸は，多くのチーズには 0.2～0.4

g/100 g程度合まれる 15）乳酸菌が産生した乳酸は，チーズ

の中に含まれることによって チーズらしさを形成してい

るものと思われる

また，本研究で試作製造したチーズ中にはクエン酸は

6.5mg/100gしか含まれず，この値はマスカルポーネの

値IS) (0.2 g/100 g）などに比べて低い これは，添加 したク

エン酸は水溶性のため，本研究での試作ではほとんどがホ
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2.2，食感 2.0となり，おおむね良好な結果であった．特に，

あっさりしていて好みが分かれるチーズ独特の特徴が少な

くむしろ食べやすい， ミルクの香りがあって良い，などの

良い評価のコメントがあったが，その一方で，塩味が不足

している指摘もあったしかし塩味は食塩水の濃度や浸漬

時間に依存するため，浸漬条件を見直すことで，製品化も

可能と考えられた．

要約

著者らが保有する北海道で分離された独自の乳酸菌か

ら，酸生成が期待できるホモ発酵乳酸菌 Str，ゅtococcus

salivarius ssp. thermoρhilusを選択し，培養特性を解析し

た結果，酸生成が緩やかであることが明らかになったそ

こで pH調整剤としてクエン酸を併用することで乳酸酸性

よる pH低下を補い，本乳酸菌をスターターとしてチーズ

製造する製造条件を設定し，試作製造した結果，風味良好

なモッツァレラチーズを製造する実用化条件を見出すこと

ができた本結果は，全国各地域で独自に分離される菌株

で，育種改変などの厳しい選抜を経ずに野生株を実用へ応

用する一つの道筋を示すものであり，地域ブランドの製品

製造につながることが大いに期待される．

本研究のうち，札幌パルナパフーズ株式会社は，公益財

団法人北海道中小企業総合支援センターの北海道中小企業

応援ファンド事業を受けて試作製造を行ったここに本事

業の関係各位に深謝する．
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