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N.シンポジウム「大学および企業における酪農科学研究J

5. 雪印メグミルクにおける酪農科学研究とその将来展望

間 俊 j満

(雪印メグミルク株式会社 ミルクサイエンス研究所)

Research activities of milk science conducted in Megmilk Snow Br・andand its future prospect 

Toshimitsu Y oshioka 

(Milk Science Research Institute， Megmilk Snow Brand Co.， Ltd.) 

1. はじめに

当社は， 1937年に創設された研究所の名称が「酪農

科学研究所Jであることからうかがえるように，当初か

ら乳にこだわって研究を行ってきた。この歴史を受け継

ぎ，乳・乳製品のおいしさ・加工技術や健康機能性，手L

駿薗研究などを現在まで行ってきた。その-j:lを以下に

紹介する。

2. 研究所の歴史

国1に示すように，現在当社は 3ヶ所に研究所を有

する。中央研究所としての川越の研究所，当社発祥の地

である札幌には札螺研究所を，また小淵沢にはナチュラ

ルチ…スゃの研究を行っているチーズ研究所がある。

表 lに研究所の変遷を示す。当社の研究所は 1933

その前身である北海道製酪販売組合連合会に新設さ

れた研究部門にはじまる。その後1937年に酪農科学研

究所が札幌に設立された。 1950年に社名が雪印乳業に

変更し， 1959年には札幌研究所となった。その後，名

称変更があったものの，現在の札幌研究所に至っている。

)11越の研究所は1954年に当時の品川工場に酪

農科学研究所東京分室が設置され， 1959年に東京研究

所となった。 1961年には赤羽に移転し，さらに1973年

には現在の所在地である川越に移転した。

その閤， 1979年には小淵沢にチーズ研究所を新設

しおかと
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し，現在に査っている。また， 1991年，離農研究の先

進国であるオランダ・フローニンゲンにヨーロッパ研究

所を設立したが， 2001年に当初の役窃を終了したた

悶 i 研究所の配置

表 i 研究所の変遷プレゼンテーション

1955年(昭和30引東京分室を東京酪農科学研究所に改称

i圏各差是科学研究所を札幌研究所
1959年(昭和34年)1

l東京酪農科学研究所を東京研究所に改称

示両函南東京研究所を科学研究両瓦----

1961年(昭和36年)濯堂研究所を技術研究所に改称し，赤羽に
i移転

)i技術研究所， )11越市に移転

間年(昭和畔)I北社市小淵沢町にチーズ研究所を設立

1991年平成 3年雪印トロパ研究所設立叫001年閉鎖;

戸11年平成23年 雪印メグミ l付制ミレクサイエンス研究所i
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め，関鎖した。

3. 研究開発の流れ

以下においしさ・加工技術，乳菌室霞および健康機能の

3分野に関してその一例示す。

1) おいしさ・加工技術研究(図 2)

研究所発足当時は煉乳，バター，粉乳，チーズなどの

主要乳製品の製造技術や品質の維持・向上に関する研究

が盛んに行われた。やがて戦雲急、を告げるにつれて，日

本軍からの要請により，ボタンの製造に使用されたラク

トロイド(カゼイン可塑剤)用レンネットカゼインの研

究など軍需物資の製造に関する研究が行われていた。戦

後，軍需物資の製造技術に関する研究はその役割を終

え，本格的なおいしさ・加工技術に関する研究が始まっ

た。それがバターの風味，粉乳の品質や物性改良，チー

ズ製造などに関する研究であり，現在の当社商品の礎と

なっている。

食品物性研究は食品の組織や微細な構造を詳細に研究

し，新しいおいしさや食感にこだわった商品に応用する

技術である。

日本で初めて電子顕微鏡が商品化され使用され始めた

のが1949年であり，当社は1956年に電子顕微鏡を導入

した。それ以来，透過型電子顕微鏡および走査型電子顕

微鏡を用いて様々な食品の構造観察を行ってきた。構造

観察の結果は，マーガリン油脂の改良に伴うなめらかな

組織の追求，バターの連続製造技術の構築，カゼインお

よびカゼインミセルの研究に活用された。こうした研究

はバターやマーガリンの品質や製造，あるいはプロセス

チーズやストリングチーズの開発など現在でも市販され

ている多くの商品に反映されている。

一方，成形技術は食品を高震に成形加工し，新しいお

いしさや食感に加え，食べやすく使いやすい商品に仕立
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図2 おいしさ-加工技術研究
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て上げる技術である。その代表的な応用併が「切れてる

チーズJや「切れてるバター」である。

容器包装の研究にも阜くから取り組み，商品の品鷺維

持や使い易さの追求を行った。

また，各種の膜 (ED，NF， UF， MF， RO等)の利用

技術を研究し，各種乳素材や乳原料の改良につなげた。

さらには，食品物性，特に食感に関する研究を古くか

ら行ってきた。食品分野にレオロジーの手法を導入し，

新しい研究領域の構築に貢献してきた。バター物性のレ

オロジー的研究は今日でも世界中から高く評価されてい

る。こうした研究は，乳製品の加工や品質のみならず，

新しいおいしさや食感を創造するためには必須であり，

新しい測定機器や解析手法を導入して現在も継続的に研

究している。

2) 乳酸菌研究(関 3)

当社の微生物研究は1934年に当時の北海道製酪販売

組合連合会に技手として入社した佐々木酉二氏(後に北

海道大学誌;用菌学講座教授)が1935年にクリームから

ブルガリア乳酸菌を分離したことから始まる。

微生物研究は「酪農科学研究所j時代にはすでに行わ

れおり，製造や品質と関連したものが中心であった。当

時の衛生環境や流通条件において微生物的品質を維持し

ていくために乳原料中の様々な微生物を分離し，その性

質合調べることは極めて重要な研究であった。さらに，

乳離菌やかびの酵素とチーズ熟成の関係について研究

し，チ…ズのおいしさや製造技術が進歩した。そうした

流れの中からタンパク質分解活性が高いにも関わらず，

苦味ペプチドの生成が少ない特徴を有する L.helvefiαlS 

を見出し，これを利用した濃厚な旨味が特徴である「芳

辞ゴーダチーズ」が上市された。

腸内細菌との関連では，乳児用粉ミルクの開発に関連

してプレバイオティクスであるオリゴ糖(ガラクトシル
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図3 乳酸菌研究
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ラクトース)と腸内菌議の関係を調べ，その成果は現在

でも粉ミルクに活用されている。

一方，ブロバイオティグス研究も行われるようにな

り，風味が良く，発酵乳の製造に適したプロバイオティ

クス乳酸菌を探索する中でL.gasseri SP株を見出すに

至った。本菌はヒト腸管に長期間定着することが明らか

になり，発酵乳への応用に取組んだ。「ナチュレ恵」は，

酪農乳酸菌である L.bulgaricusおよびS.thermothilus 

の他にプロバイオティクスである L.gasseri SP株およ

びB.long.開 SP株の 4商種を用いた特定保健用食品で

あり， 4菌混合ヨーグルトは世界でも珍しい。

3) 乳の健康機能性研究(図的

健農機能性はおいしさ・加工技術研究や乳酸蕗研究に

比べると新しく，昭和50年代後半から開始された。乳

児用調整粉乳の成分を母乳のそれに近制化させるため

に，母乳成分を調べ，タンパク費，脂肪駿，ミネラルお

よびビタミン組成を近似化する技術を開発した。当社が

行った全酪母乳調査は学術的な意義も高く，乳児用粉ミ

ルクの開発に貢献した。次いで，牛乳中には含量が少な

し母乳中には含量が高い成分の研究を行った。そうし

た中からシアル酸関連成分に注毘し，細魁や動物実験に

よってそれらの機能を評価し，ガングリオシドを乳児用

粉ミルクに応用した。さらに，牛乳中の微量成分にも着

問し，ラクトフェリン(Lf)やグリコマクロペプチド

(G班P)，シアリルラクトース (SL)などの機能を研究

した。これらの研究成果はさらに発展し，熱や酵素に安

定な鉄ラクトフェリン (FeLf)，骨の健康に有用な乳犠

基性タンパク質 (MBP)が開発され，栄養機能食品に

応用されるようになった。さらに，リン脂紫画分にも着

目し，スフィンゴミエリン高含有素材 MC-5を開発

し，肌に対する効果を報告してきた。苦味を低減したホ

エイペプチドも開発し，飲料などに使われている。
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一方，発酵乳やチーズの機能についても研究を進め，

L. gasseri SP株を用いた発酵乳には整腸効果の他にも

コレステロール低下作用や内臓脂肪蓄種抑制効果がある

ことを動物やとトによる試験から明らかにした。また，

L. helveticusを使って熟成させた「芳醇ゴーダチーズj

に強い抗酸化効果があり，内臓脂紡蓄積抑制効果のある

ことを見出した。

4. 今後の研究の方向

1) おいしさ・加工技術研究

おいしさ・加工技術研究では物性研究，構造観察，成

形技術および風味研究が重要である。

物性研究では食品の組識や微細な構造を詳細に研究

し，新しいおいしさや食感を付与するための研究を行っ

ていく。構造観察は，最遣な状態にある食品の複雑な経

織構造を正確に調べ，それを加工技術により食品中に実

現できれば，本物のおいしさを提供できる可能性が高ま

る。成形技術に関しては，食品を潟度に成形加工する技

術や食品の内容物を保護する包装技術を開発することに

より，食べやすく使いやすく，地球にやさしい商品を提

供する。さらに風味研究では，官能評価のみに頼ること

なく，味覚-触覚・視覚聴覚・唆覚と脳での「おいし

さJ受容の関係を調べ，より満足できる商品を創造する

ための研究を行っていく。

2) 乳駿菌研究

当社では，おいしさではチーズのおいしさを創出する

機能の高い乳酸菌やかびの研究，およびそれらが産出す

る酵素や熟成過程について研究を進めてきた。今後は当

社閤有の発欝技術に加え，当社が保有している数千株の

乳酸菌から新たな機能を探索研究し，おいしさや鍵療に

こだわった商品に応、用していく。

また，健康機能においては当社独自のおいしさを維持

したまま機能性ペプチドを生産する L.helveti切s，なら

びにプロバイオティクス菌であり血中コレステロール低

下作用や内臓脂肪低減効果などを有する L.gasseri SP 

株や整腸作用等を有する B.longun SP株の研究を行っ

てきた。今後も当社が保有する乳駿菌から健康機能を有

する乳酸菌を選定し，商品へ利用していくことが必要と

考える。

3) 乳の健康機能

乳・乳製品においては，骨強化作用，虫歯予防効果，

肥満や塘尿病の抑制，箔環器系疾患のリスク低減など多

くの健康機能が解明されている。しかし，科学的に十分

な根拠としていくためには更なる検証を行うこと

となる。これに加えて，新たな機能の探察が必安と考え



222 

る。

一方で，乳中に含まれる微量成分の分離・研究に関し

ては，骨に対する効果を有する MBP，免疫やストレス

に対する効果を有するLfや F巴Lf，炎症抑制効果を有す

るLPO，感染防御機能を有する GMPやガングリオシ

ド，皮膚の保湿効果を有する SPMなどの分離を行い，

その機能を明らかにしてきた。また，生理的機能を持つ

LPOは発酵乳の後発酵を抑え，作り立てのおいしさを

維持する効果があり，発酵乳の製造に利用されている。

乳の中にはまだ，機能が研究されていない物資が数多く

存在する。そのため新たな機能の探索も必要と考える。

また，すでに機能を明らかにしている成分についても，

新しい機能やおいしさ向上に寄与する効果なども調べる。

5. 今後の展開

ミルクにはミルクにしかない価値がある。そして，ま

だまだ未知の可能性が眠っている。その無隈のパワーを

信じるからこそ，ミルクにこだわり続け，丁寧に向き合

い，技術を極めていきたい。とりわけ，カゼインのミセ

ル構造やコロイド状リン駿カルシウムの構造や役割はミ

ルクの神秘の中でも最も基本的なものでありながら未解

明である。これらの解明は，乳の加工や機能に直結した

課題であり，大学などの力を借りながら研究していく必

要がある。

ミルクの神秘を解き明かした時，ミルク中の既知およ

び未知成分が果たす本当の機能が明らかになり，これら

成分を利用した商品や新規加工技術が開発されると考え

る。今後、，よりおいしくかっ感動を与えられるような
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図5 雪印メゲミルクグループ グループメッセージ

商品を提供し，消費者が安心して食べていただけるよう

研究-開発を続けていきたい。

6. 最後に

国 Sに当社グループコーポレートメッセージを示

す。これは大地の恵みであるミルクの未知なる可能性を

誰よりも信じて，生産者と消費者をつなぐコミュニティ

を築き，未来を切り拓いていこうとする強い思いと姿勢

を表現したものである。

今後も乳(ミルク)にこだわり続け，ミルクの新しい

価値を創造することにより，社会に貢献する企業であり

続ける。
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