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市販麺類の微生物調査

末淳保彦・高橋尚美

市販麺類 36点，主に干しそばの微生物調査を行った結果，生めんの衛生規範の基準値である

3X106/gを超えたものは 5点，香川県等の指導基準である lX105/gを超えたものは 5点であっ

た小麦粉を使用した麺類中の主要微生物は耐塩性球菌 Staphylococcus巧Ilosus，かん水を使用

した生ラーメンでは好アルカリ性菌 AerococcusviridansとEnterococcus属，また，そば粉のみ

の干しそばでは乳酸を生成する恥issella属と推定できた.これら微生物がミキサ一等に残った

生地等に生息し続け，半製品を汚染するとともに次回の製品をも汚染する可能性があると推定

された.

1 緒言

昨年度，市販殺麺32点，主に手延べ麺類について微生物調

査を行い，生めんの衛生規範1)の基準値である一般生菌数3

X 106/gを超えたものは2A香川県等の指導基準である 1

X 105/gを超えたものは5点であった.また，乾麺中の主要

微生物はiiu1塩性球菌S印刷'ococc附勾伽usと同定できた2)さ

らに，干しそば(以後そばと税寸)の微生物数が他の麺類に

比べて多し呼頃向が認められたので，本年度は主にそばの微生

物調査を行ったので，その結果を報告する.

2 実験方法

2. 1 言蹟言明時

平成19年5月に県内スーパーマーケットで干しそばを主と

する麺類を27点，また平成20年1月にさらに9点購入した.

2. 2 使用培地及的簡訪法

前報の方法 2)で行った.また，ラーメンからの微生物測定

には 5%炭酸ナトリウム溜夜で標準寒天培地のpH9.4を調

整した培地(以後S9培地と税寸〉も使用した

2. 3 微生物の同定

生菌数の多かった試料からの主要微生物及v哨徴あるコロ

ニーを形成した微生物について，細菌を 16S由NA，真菌を

2邸 rDNA 及び ITS 配~I.肢定法により同定した.

PCR及びシーケンス反応にはBIO-RAD社 MJMini1M

Gradient Thennal Cyclerを使用した.PCR反応の1aq酵素とし

てBi，かline社製Bio1aq1MDNA polymeraseを使用し，11叫酵素 2

unit， 2;∞ドMdNTP， 2 mM MgC12，各泊四01のプライマー及

持出∞ngの精製DNAを含むお凶反耐夜で目白酒己列の増幅

を行った.

(1)細菌の1臼rDNA測定

プライマー27f(5・-AGAGTITGATCCτ'GGCTCAG-3')と

15おr(5にAAAGGAGGTGATCCAGCC-3')を使用し，第1ステ

ップ:変性95'C， 5分間，第2ステップ:変性95'C， 30秒，

アニーリング63'C， 30秒，伸長， 72'C， 1分間 (30もしくは

35サイクル)，第3ステップ:伸長72'C，1O分間の条件で 16S

rDNA配列を増幅した.PCR生成物の精製はM∞oBio社製

ul回PCRClean句協もしくはR∞heApplied Scienω柾製

High pure PCR pr叫uctPurification Kitで行い， 1%アガロース電

気泳動法(xlTAE加ffer，エチジウムブロマイト漂白で目的

PCRバンドを確認した.

(2)真菌の26SrDNA及びITS配列

プライマ-ITS5(5' -GGAAGTAAAAGτ'CGTAACAAGG・3')

とLR6(5' -CGCCAG1TC叩CTfACC-3')を佼却し，第1ステ

ップ:変性95'C， 5分間，第2ステップ:変性95'C， 30秒，

アニーリング56'C， 30秒，伸長， 72'C， 1分間 (35サイクノレ)， 

第3ステップ:伸長72'C，1O分間の条件でm配列から 26S

rDNAのDID2領域までの配別を同時に増幅し，前述の方法

で精製を行った.

2. 5 DNAシーケンス及E鯛定

DNAシーケンス反応はアプライドバイオシステム社製

Big-Dye tenn泊atorCycle記 quenc巴VぽJ.lを用いて，プロトコー

ルに従し寸Tった.細菌用のプライマーとして主にr2L

σ'-(ごATCGTITACGGCGTGGAじめを用いて上訴前500bpの

部分塩基配列を決定した.真菌のプライマーには， NL-4 

(5にGGTCCGTGIT陀 AAGACGG-3')，ITS3 

σ'-c封'21¥吹っGATGAAGAACGCAGC-3')及びITS5を侵i用した.

シーケンス反応は，第1ステップ:変性95'C， 2分間，第2

ステップ:変性95'C， 10秒潤，アニーリング50'C， 5秒間，

伸長， ω''C， 4分間(ぉサイクル)の条件でシーケンス反応

を行い，エタノール抗澱法で精製を行った. 15μの回Diに

溶解し， 98'C， 2分間奏綾性創休中で急冷し， ABI310装置

でシーケンスを行った.

得られた蔵王列をDDBJ(DNAD翻 Bankof Japan， 

同ゴ~www.dd切.nig.acJがWe1come仲凶)で Blast検索し，同定を

行った.

3 結果及E鰐察

3. 1 市販品の微生物頭査結果

市販麺類の微生物数の調査結果を園1に示したが，前報と

同じく標準寒芳音地生育コロニー数←般生菌齢とマンニ

ット培地生育コロニー数(球菌紛がほぼ同じだったので，

球菌数は省略した.平成20年 1月購入品にはH却と詩例名

の前に，麺類動金企業県内外企業をランダムに A~J と，製

造ロットが異なる場合には 1~3 と記載した.

市販乾麺 36点中，生めんの衛生規範の基準値である一

般生菌数3X106/gを超えた麺類は，そうめん(機械掛 1点，

そぱ4点であった.そのうち， F社のそばは艶宣ロットが異
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なる 3点とも超えていた香川県等の指導基準である一般生 分離し，うち3株は好アルカリ也細菌で、現酸生成菌Aerococcus

菌数 1x 105/gを超えたものは上記企業以外で5点あり，すべ

てそばで、あった.したがって，そば製品においては，そば粉

由来の微生物の影響も考慮する必要があることが判明した

それ以外の乾麺は微生物的には問題ないものと推定された.

大腸菌樹監定陽性には*を記したが，そばの7割粋佐定陽

性となり，自然界に存在する大腸菌以外の植物丙原菌等の微

生物が存在するためと考えられた

ほとんどの訴料において，マンニット食塩培地での生育数

(耐塩性球菌紛がその他の培地での生育数よりも多く，か

つマンニット食塩培地を黄変させ，白色，薄黄色キ賞色コロ

ニーを形成したことから再i塩性球菌が経麺中の主要微生物で

あると推定できた.ただし，そばFにおいては， jii塩性球菌

数カ叩Pなく，耐塩性のない一般生菌数が多かった.この原因

は，このそばは 1∞%そば粉と記載されており，そば粉由来

微生物のみのためであろう.全乾麺車合会では，そばの賞味

期限を l年と自主設定している 3)が，購入時期と賞味期限表

示からA社はも1年(購入2∞7年 5月で賞味期限が2∞8年2

月)，F社は2年明帯入2∞7年5月で賞味期限が2∞9年4月，

また2∞8年 1月購入で2∞9年7月が賞味期船と設定して

いると考えられる.製造直後から半年以内でこの生菌数であ

ることから，製造半年では微生物はほぼ残存していると推定

された.生ラーメンA とBでは.標準寒芳音地で)1頂に 1∞I/g

以下と 55X104/ gであったが， S9培地で2.9Xur/ gと4.9X

104/ gとなり，かんすいを使用するラーメンでは好アルカリ

性細菌が特異的に存在し，変敗原因菌であることが判明した.

車操ゆで麺においては，茄で工程で死滅するために耐塩性

球菌は検出されず，一般生菌のみ検出されたと推定できた.

3. 2 各種麺題から分聾した主要徹生物の同定

そばFlから標準寒天培地，マンニット培地及び大腸菌群

判定用EMB培地からそれぞれ典型的なコロニー3株を分離

し， 16SrDNA法で同定を行った.それぞれの培地からの分

離菌防すべて現駿を生此する階issellacibwおもしくは

vか幼ns，残りの l株はあ市hococcusSp.と同定できた.ラー

メンBのS9培地生育コロニーの典型的なコロニー3株のうち，

2株は乳酸生産菌Enterococc凶 mundtiiと，残りの一株は

En舵rococcuscasse/ifi恥閣と同定できた.好アルカリ性細菌A.

vか凶mが生ラーメンに荊主するとし、う報告司はあるが，

Enterococcω属の報告はなく， 生ラーメンBIこは海草が務訪日

されているのが原因かもしれない.生ラーメンには好アルカ

リ性細菌が存在すること州鶴、されたため，これらを検出で

きる S9培地の使用が有効であり，さらに他種が存在するか

を確認する必要があろう.

半生手延べうどんA及び手延べ素麺(そうめんD)におい

て，ポテトデキストロース培地に生育したコロニーから 2株

ずつを分離し， 26SrDNA及びITS配列決定法により同定し

たところ，全てPichiaamoma仰と同定できた

また，詳細な結果は示さないが異臭を発生した半生手延べう

どんからは， Si印刷'ococcus砂伽usとともに酢酸エチル臭を発

生する酵母Pamomaka， P burtonii，及び赤色酵母R加dot.りrula

mucilaginosaが検出されている.従って，これら酵母が半生

めんのI扮Lや異臭の原因になっているものと推定できたが，

さらに変敗品からの分離が必要である.

小麦粉，塩，水から微生物はほとんど検出できなかった抹

発表データ)ことから，今回検出された微生物はそ防扮，国IJ

原料，かんすい及び工場内のミキサー等の環境由来であると

推定できた.生地形成時やそれ以降の製造工程中に混入した

微生物による微生物及び清掃不十分等で残った生地等に生息

し続けた微生物により，継続的に製品が汚染されていること

も推定される.

従って，微生物数の滅少のためには，そば粉，かんすい，

面明帯十の微生物数の調査及びミキサ一等の製造装置の清掃と

アルコール等による殺菌が必要と考えられた.

4 結言

階的ellacoポ仰と同定できた.さらに，平成20年 1月に購 市販麺顕36点，主に干しそばの微生物調査を行った結果，

入した同一企業のそばF3の標準寒天培地分脅献5株もすべ 生めんの衛生規範の基準値である 3X106/gを超えたものは5

て W.cibariaもしくは W.co祈仰と同定できた.ただし，両種 点，香川県等の指導基準である 1X 105/gを超えたものは5点

は16SrDNA法では卯%以上の高い相向性を示すことから区 であった.小麦粉を使用した麺顕中の主要微生物は耐塩性球

別はできなし・、ので，最終的に同定するにはDNA相同性訴験

や全たんぱく質の電気泳動法等を行う必要がある 4) そぱ製

造の衛生管理上，そぱF中に"をissellasp.が 10
7
-8/g存在した

原因を究明するため，これら微生物がそばの実に大量に存在

していたのれ製粉工程，貯蔵中，もしくはそば軍鑓中に増

殖したのかを，今後検討する必要である.また，そばAから

も E~佃培地生育コロニーから分離した 3株について 16S

rDNA法で同定を行い， 2株は植物丙原菌の一種Pan脱 a

菌S.巧F伽 Zめかん水を使用した生ラーメンでは好アノレカリ性

菌A.viridansとEnterococcus属，また，そば粉のみの干しそ

ばでは手l厳を生此する恥前ella属と推定できた.これら微生

物は，ミキサー等に残った生地等に生息し続け，半製品を汚

染するとともに次回の製品をも汚染する可能性があると推定

された. したがって，そば粉等の微生物調査及びミキサー等

の製造装置の清掃と殺菌が必要と考えられた

m四回附(=Erwiniaananω~ .残りの l株はS印刷'ococcuskll仰 ii 謝辞

と同定できた.これら細菌種は耐塩性を有しなかったことか DNAシーケンスにご協力いただきました香川大学農学部

ら，製麺工場に常在する耐塩性球菌ではなく，そば粉やとろ 東江先生に深謝いたします.

ろいも等の高IJ原材料由来と推定された.

ラーメンAのS9培地で生育した典掛枕コロニー4株を 参考文献
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図1 市販麺類の微生物調査結果
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