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論文 長野県工技センター研報

No. 13, p. F24-F26 (2018) 

漬物から分離した植物性乳酸菌を使用したチーズの開発＊

荻原一晃*I

Study on Development of Cheese Using Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickles 
Kazuaki OGIHARA 

県特産である野沢菜漬けから乳酸菌を分離し，熟成型のチーズの製造を試みた。熟成後により多く

のアミノ酸を含有するチーズを目標とし，分離した乳酸菌の中からカゼインの溶解性のある乳酸菌株

を選抜しゴーダチーズを試作したところ，市販スターターのみを使用して作ったチーズよりも多くの

アミノ酸が含まれていた。
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1 はじめに

チーズは乳に乳酸菌や酵母等のスターターとレンネッ

トを加え凝固させ，凝固物（カード）をカッティングや撹

拌等の操作によりホエイを排出した後，加塩，熟成を経

て製造される。チーズ製造時における乳酸菌の役割は，

乳の凝固，腐敗防止，風味付け等である。チーズの風味

は使用する乳酸菌に大きく影響する。チーズが熟成によ

り風味が増すのは，図 1に示すように乳酸菌等の微生物

が産生した酵素により乳タンパク質であるカゼインが分

解され，ペプチドやアミノ酸に変化するためである見こ

のため使用する乳酸菌により，風味が大きく異なる。

長野県は古くから発酵食品の文化があり，野沢菜漬け

は県内各地で作られてきた。本研究では野沢菜漬けから

乳酸菌を分離し，熟成チーズであるゴーダチーズを試作

し，熟成後のアミノ酸量等を指標としてチーズ製造に適

した乳酸菌を選抜した。伝統食品である野沢菜漬け由来

の乳酸菌を使用することで，長野県の特色のあるチーズ

の開発に結び付く。

2 実験方法

2. 1 分離源

乳酸菌の分離源として，野沢菜漬け 5種類を用いた。

, 2. 2 乳酸菌の分離および選抜

野沢菜漬けの漬け液を遮当な倍率に希釈し，炭酸カル

シウムを添加したホエイ培地叫こ混釈法で接種し， 1.5%

の寒天で重層し30℃で培養した。出現したコロニーまわ

りにクリアゾーンが出現したものを乳酸菌として分離し

た。

熟成によりカゼインタンパク質をより分解する株を選

＊ 特別研究

*I 加工食品部

ブロテアーゼ や＜ニヵ王や二＞

—―一高分子ぺ 1 チE
プロテアーゼ

エンドペブチダーゼ

ブロテアーゼ

エキソペプチダーゼ

図 1 チーズの熟成

抜するために， 0.5%スキムミルクの寒天プレート3)に分

離した乳酸菌を植菌した。 30℃で培養した後，接種した

乳酸菌の周りにクリアゾーンが出現したものを候補株と

して選抜した。

2. 3 ゴーダチーズの試作

乳酸菌評価のために試作したゴーダチーズの製法を表

1に示す。牛乳については市販低温殺菌牛乳(65℃30分の

保持殺菌）を使用した。

牛乳にLactococcuslactisおよびLactococcuscremorisの

混合スターターである市販スターターR-704(Chr Hansen 

社）を添加しよく混合したものを40mlずつ分注し，分離し

た乳酸菌をそれぞれ加えてチーズの試作を行った。市販

スターターのみのものをコントロールとした。凝乳酵素

については， CHY-MAX(ChrHansen社）を使用した。

通常ゴーダチーズはカードを圧搾し，ホエイを抜く作

業を行うが，試作チーズでは，製造条件を一定にするた

めに，遠心分離機によりホエイの排出を行った。

2. 4 試作チーズのアミノ酸分析

3ヶ月間熟成を行ったチーズに， 80%エタノールを加え，

ホモジナイズした後，遠心分離器にかけて上澄みを取り，
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表 1 ゴーダチーズの試作手順

1. 牛乳を31℃にセ ッティングする。

2. 乳酸菌スターターを加え，撹拌後，静置する。

3. 凝乳酵素を加え，撹拌 した後，静置する。

4. 目標のカ ー ドの硬さに達した らカードをカ ットす

る。

5. 静置，撹拌 した後，ホエイを排出する。

6. 温水を徐々に加え38℃まで昇温する。

7. カードの硬さが 目標となるまで撹拌，静置を繰り返

す。

8. ホエイを排出し，成型する。

9. 表面に塩を塗布する。

10. 10℃で表面を乾燥（図2)させた後， 真空包装 し3ヶ月

熟成する。
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図2 乾燥中の試作チーズ
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図 3 試作チーズの遊離アミノ酸組成

試料溶液と した。

調整した試料溶液をアミノ 酸分析装置L-8900(日立ハ

イテクノロジーズ社製）を用いて遊離アミノ酸量を測定

した。

3 結 果

分離した乳酸菌に対し，カゼイン溶解性が認められた

株は50株あった。この乳酸菌株を，チーズ試作の前培養

としてGYP液体培地で培養を行ったところ，培養速度が

極端に遅い株があったため，これらを除く 39株について，

2. 3の方法によりチーズの試作を行った。

熟成後のチーズの遊離アミノ酸を分析した結果と，開

封時に異臭がないものを選抜し， 4種類を最終の候補株と

した。選抜した乳酸菌の遊離アミノ酸量の結果を固 3に

示す。コン トロールに比べ， ッ —アミノ酪酸(GABA)をは

じめ多くの遊離アミノ酸が含まれている ことがわかった。

4 考察

漬物に由来する植物性乳酸菌は牛乳中での増殖が弱く，

酸生成を目的とする乳酸菌株の分離は難 しい。チーズ製

造における乳酸菌の役割は，酸生成の他， アミノ酸やペ

プチ ド量の増加や芳香が生成されること である。本研究

では乳酸菌に よるカゼイン分解性能が高く ，チーズを熟

成する目的であるアミノ酸量の増加を期待して選抜を行

った。チーズは熟成が進むにつれて遊離アミノ酸量が増

加 していくが，本研究で選抜 した乳酸菌を用いることに

より，熟成がより早く進み，また特色のあるチーズ製造

に結び付くことが期待される。

本研究では最終的なチーズ製造用乳酸菌として複数株

を候補としたが，チーズ製造現場で注意すべき点の一つ

にバクテ リオファ ージがある。同一の乳酸菌株を使用し

続けるとその リスクが高まるため，複数株を準備するこ

とで，対処できることが期待される。
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5 おわりに

欧州等の認証のあるチーズの中には無殺菌の乳を使用

することを義務付けているものがある仇牛乳等に自生

している乳酸菌により，産地ごとに特色のあるチーズが

製造されているが， 日本では乳等省令により乳の殺菌が

義務付けられている。本研究では，長野県の特産物に由

来する乳酸菌を使用することにより，安全な殺菌乳で地

域の特色のあるチーズの開発に結び付くことが期待され

る。
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