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麹菌の育種によるみその品質向上を目指して

戸井田仁一*

長野県工業技術総合センター

Assessment of the Qualitative Improvement of Miso by Breeding of K吋iMolds 

Jinichi Toidゲ

Nagano Prefecture Industrial Technology Center， 205-1 Nishibanba Kurita， Nagano 380-0921 

The aim of this study was the development of miso with high quality and value by mutation breeding of koji 
molds with superior characteristics. We selected mutants generated by MNNG treatment of koji molds， and 
obtained two kinds of applicable strains for miso production. One is a high vitamin Bz-producing strain with high 
neutral protease activity (R2 strain)， which is useful for improving the color and taste of miso. The other is a high 
lipase-producing strain (NTI2 strain)， which increases miso functionality. We compared each mutant to BF-l， the 
commercial koji mold used as the control strain， during both laboratory-scale and pilot-scale miso fermentation. The 
koji manufactured from the R2 mutant showed high protease activity and contained 2~3 times more vitamin Bz that 
manufactured from BF-l. In addition， the miso from the R2 strain showed higher x and y color values than that from 
BF-l， although the Y value (%) was somewhat lower. It also contained high contents of both formol and water-
soluble nitrogen， and its color brightness and umarni taste were evaluated well. On the other hand， the koji from the 
NT12 mutant showed lipase activity about 3 times higher than that from BF-l. The resulting miso using the NT12 
strain was high in fatty acid ethyl esters， and showed higher inhibitory effects on the growth of tumor cells in vitro 
compared to BF-l. (Accept巴dMar.18， 2014) 

Keywords : Koji mold， Miso， Vitamin Bz， Protease， Fatty acid ethyl ester 
キーワード:麹菌，みそ，ピタミン Bz，プロテアーゼ，脂肪酸エチル

1. はじめに

長野県はみその生産量全国一，全国シェア約 45%を誇

り，いわゆる「信州味噌」ブランドとして有名である.ま

た，毎年行われる全国味噌鑑評会では多くのメーカーが例

年上位入賞を果たしており，優れた技術力，高い品質でも

知られている みそは本県の産業としても非常に重要な食

品と位置づけられている，しかし人口減，食生活の多様

化等の影響により，みその全国的な需要および生産量は減

少傾向が続いており，需要拡大の方策が求められている

我々のような公設試験研究機関にとって，更なるみその高

品質化，高付加価値化といった技術的な支援が大きな役割

となる 以前より地方公設試では，微生物の選抜，育種に

より発酵食品の品質向上や新製品開発といった研究開発が

行われてきた当センター食品技術部門でも，清酒用高香

気性酵母の育種と利用1)や植物性乳酸菌の分離，選抜によ

るヨーグルトの開発却などの成果がある.

筆者は，麹菌に関して酵素や遺伝子関連の基礎的研究ト5)
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や育種およびその利用等の応用研究刷に携わってきた

本稿では変異処理により優れた性質を持つ麹菌を育種・利

用することにより，色調向上，旨味増強または機能性を強

化した高品質，高付加価値化みその開発酬に関わる取組み

を紹介する

2. ビタミン B2類高生産株の育種およびその利用

2.1 ビタミン B2類高生産株R2株の育種

今日の市販品のほとんどが包装されており，みそは調味

食品であることから，みその品質では色と味が非常に重要

である.しかし特に色調の優れた鮮やかなみそ，いわゆ

る冴えのあるみそを作ることは技術的に難しく，業界の共

通課題である.色調向上のために淡色系みそや甘みそでは

ビタミン Bzを添加する場合がある.ビタミン Bzは黄色

物質であり，食品添加物として使用が認められているが，

消費者には無添加志向も存在する.麹菌はビタミン Bz類

を生産することが知られている.過去にフラピン蓄積性麹

菌変異株の育種が報告されているが8) 仕込試験は未実施で
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図 I 麹およびみその外観
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あり，麹やみそでの有効性は不明で、あった.

また，みその品質と麹の酵素活性との関連性について，

多変量解析の結果，色調の官能評価に対して中性プロテ

アーゼ活性の寄与率が高いことが報告されている9) 同様

に中性プロテアーゼは，官能の総合評価，旨味成分である

グルタミン酸含量，タンパク質分解率やタンパク質溶解率

などとも相関が高く 9) みその品質上最も重要な酵素となっ

ている そこで筆者は，長野県で生産されるみその代表で

ある信州味噌タイプの淡色みそを主なターゲットとして，

色調向上，旨味増強を目指し，ビタミン B2類および中性

プロテアーゼを高生産する麹菌を育種し，みそに利用する

研究を行った6)

当センタ一保有株である麹菌Aspergillusoryzae KJ 44を

Nーメチル N'ニトロ Nニトロソグアニジン (MNNG)に

より変異処理した 単離した株をシャーレに入れた約 100g

の米で 2 日 ~5 日製麹し ， 目視による麹の色合い， HPLC分

析によるビタミン B2類含量酵素活性による選抜を行っ

たその結果，麹の色合いが親株や市販種麹の一般的な白

色とは異なってク リーム色~やや黄みを帯び，ビタミン B2

類含量， 中性プロテアーゼ活性が高い麹菌 R2株を取得した.

次に選抜した株の製麹試験，小仕込試験により，麹菌の

生育性，麹の酵素活性およびビタミン B2含量を調べ，み

その成分分析，官能評価等を行った R2株の生育性は対

5.0 

bo 4.0 
、¥

bJl 
::t 

綱 3.0
4恒

感

受2.0
1ft 

'z¥ 

')J l.0 

0.0 
0 50 

製麹時間 (h)

国

100 

図 2 製麹時間に伴う麹のビタミン B2類含量の変化

菌株
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R2 

表 1 ビタミン B2類高生産株の麹の特性

水分 中性プロテアーゼ活性 ビタミン B2類
(96) (U/g) (μg/g) 

24.4 55 0.93 
23.1 82 2.11 

照の市販種麹菌 BF-l(側樋口松之助商庖)より若干劣る程

度であり，最終的な水分量はほぼ同等で、あった 麹はやや

黄みがかつており(図1)，ビタミン B2含量は BF-lの0.78

μg/gに対し， R2は2.06μg/gと高かった また，中性プ

ロテアーゼ活性は 66U/gと高い活性であった なお，製

麹時間を延長すると R2株の麹の黄みは強くなり，ビタミ

ンB2含量は時間とともに大幅に増加することがわかった

(図 2) 麹の黄みの由来はビタミン B2だけとは限らない

が，少なくとも黄み物質の一つであると考えている.

この麹菌を利用したみその測色値は対照区より Y(%)が

やや低く， xや yが高かった.成分的にはホルモール窒素

や水溶性窒素がやや高かった 官能的に試験区のみそは総

合的に概ね良い評価であった 着色が進んでいるものの黄

みの冴えが強く，色調が良好で、あった(図1) 味は強い旨

味を感じ高評価であり，物性は柔らかくなめらかであった.

2.2 実用化に向けた取組み

R2株の実用化に向けて工場規模での特性の再現性の確

認，課題の抽出等を 目的に，希望する県内企業，地区味噌

技術会に種麹サンプルを配布し各所のそれぞれの原料，

配合，方法等により試験醸造を実施した

その結果について，麹の分析平均値を表 lに示した R2 

株の生育性は対照の BF-lより立ち上がりはやや遅い傾向

であったが，最終的な破精まわりや水分量はほぼ同等で、

あった 麹はクリ ーム色からやや黄みを帯びた色調であ

り ， ビタミン B2 含量は BF-l の 2~3 倍， 中性プロテアー

ゼ活性は l.5倍程度であった

みその成分例 を表 2に示した.測色値は対照区より x

や yが高い反面， Y(%)がやや低く，着色が進む傾向であっ
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表 2 みその成分例

pH 
水分 食塩 TN 
(%) (%) (%) 

FN WSN Alc 
(%) (%) (%) 

Y 
(%) 

X y 

BF-1 5.19 47.9 11.5 1.64 0.41 0.86 1.73 26.4 0.398 0.390 

R2 5.19 47.9 11.2 1.67 0.44 0.94 1.72 24.8 0.413 0.397 

TN，全窒素:FN，ホルモール窒素:WSN，水溶性窒素 Y(%)，反射率(明度): xおよびy，色度

た.このような色調の特徴は，麹のビタミン B2含量およ

びプロテアーゼ、活性が高い結果と考えられる.また，成分

ではホルモール窒素や水溶'性窒素が高い値で、あり，麹の高

いプロテアーゼ活性が反映されていた.官能的にも試験区

は色，味，組成，総合においてやや良い評価であった概

ね試験区のみそは測色値通り，着色が進んでいるものの色

調は良く，旨味が強いとの評価を受けた.麹およびみその

特性は先の小仕込試験とほぼ同様の傾向であり，再現性が

確認された

長野県みそ品評会では当菌を用いた(有)小川醸造場のみ

そは淡色E部部門の成績トップとなり，県知事賞優秀賞を

受賞した 淡色みそ以外に甘みその試験醸造を実施した

麹歩合が高いため色調の特徴が明確に表れるとともに，残

存プロテアーゼが高く，魚や肉のみそ漬用などの食品加工

用に利用価値が高いと考えられる.また，塩麹でも黄みが

強く特概的な色調の試作品となったその後，試験醸造

メーカーから当麹菌の実用化(種麹メーカーによる製造，

供給)の要望があり，実用化に向けた仕組み構築を進めて

いる.

3 リバーゼ高生産株の育種およびその利用

3.1 リバーゼ高生産株 NTl2株の育種と仕込試験

みそは様々な機能性や効能が報告されており剛1) 業界で

は機能性に着目し，健康イメージを PRすることにより，

消費につなげたいとの強い思いがある こうした背景を受

け，健康志向に沿い機能性を強化した製品開発が求められ

ている.筆者らはみその香味に関わり，抗変異原性，ガン

細胞増殖抑制活性等の機能性成分である脂肪酸凶および脂

肪酸エチル山4) に着目した.特に脂肪酸エチルの生成に

は，脂質およびエタノール15)の存在， リバーゼの作用回が

必要である，発酵過程を経ない生鮮食品や加工食品，清酒

やしょうゆなどみそ以外の(脂質がほとんどない)発酵食

品にはほとんど含まれていないと考えられ，その点でも興

味深い.渡辺らは種麹メーカ一所有株よりリバーゼ生産性

の高い麹菌を選抜しそれを利用した抗変異原性を高めた

みそを報告しているm

筆者らは麹菌リバーゼに関して基礎的研究3ト 5) を行って

きたここでは，みその香味の向上，ガン細胞増殖抑制活

性等の機能性の強化を目的として，変異処理による麹菌リ

バーゼ高生産株の育種およびその利用に関する研究7) を紹

介する.

表 3 リバーゼ高生産株の麹の特性

水分 リバーゼ中f生フ。ロテアーゼキシラナーゼ
pH (%) (U/g) (U/g) (U/g) 

BF-1 5.70 24.3 0.13 

NTl2 5.42 26.0 0.40 

62 

50 

0.16 

0.38 

麹菌A.oryzae K]44をMNNGにより変異処理後，オリー

フ油，ラウリン酸ピニル，胆汁末等を含む選択用寒天培地

で培養した.脂質の分解によるコロニ一周辺のハローが大

きい株を 1次スクリーニングした.単離した株をシャーレ

内で製麹し，アルカリ滴定法により麹のリバーゼ活性を測

定した3) その結果，親株である KJ44の活性は0.13U/g， 

市販種麹 BF-1は0.12U/gであるのに対し， 0.41 U/gと3

倍程度にリバーゼ活性が高い NTl2株を取得した

次に選抜した株の製麹試験小仕込試験を行った.生育

性は対照の BF-1菌より製麹中全般的にやや生育が緩慢で

あり，麹の締まりは弱く，破精まわりもやや劣っていた

NTl2株は BF同1に比べ，麹の pHが低く，生育が緩慢なた

めか水分は高めで、あった(表 3). リバーゼ活性は約 3倍，

中性プロテアーゼはやや低く，キシラナーゼは約 2倍で

あった(表3). 

熟成 30
0

C，60日におけるみその成分値は，全般的に試験

区と対照区はそれほど大きな差異はなかった.測色値は x

やyが高めで¥ホルモール窒素や水溶性窒素の値が低めで、

あった.この結果は，麹のキシラナーゼ活性が高く，プロ

テアーゼ活性がやや低い影響と考えられる.官能評価で

は，色の冴えが強く，香りはやや良い特徴が感じられ，総

合的にもやや良い評価であった.

GCにより脂質を分析したところ， NT12株のみその全

脂肪酸は対照区よりやや少なく，全脂肪酸エチルは約1.1

倍に増加し脂肪酸と脂肪酸エチルの合計量も若干増加し

ていた(図 2) ただ，リパーゼ活性が3倍程度であるのに

比べると，脂肪酸エチルなどの増加率は低かった.みその

脂質は熟成に伴いリバーゼ、の作用回によって， トリグリセ

リドから脂肪酸，更に脂肪酸エチルへ変化する. NT12株

は脂肪酸エチルなどを増加させる効果はそれほど高くな

かったが，脂質組成を見るとリバーゼの作用により，こう

した脂質変化が促進されたと考えられる

3.2 みその機能性

みその抽出脂質について，抗変異原性およびガン細胞増

殖抑制能を評価したまた，みそ脂質の成分である脂肪酸
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みそ等からの抽出脂質によるガン細胞増殖抑制

制能を示したリノレン酸エチルは最も増殖抑制能が高

く，上岡らの結果凶と合致していた.みそ等の抽出脂質の

比較では，みその脂質は大豆油に比べ増殖抑制能が高かっ

た これはみその熟成に伴う脂肪酸や脂肪酸エチルの増加

によるものと考えられる NT12株のみそは対照区に比べ

増殖抑制能がやや高く，変異株による効果が認められた

これは NT-12のみそは脂肪酸が少なく，抑制能が高い脂

肪酸エチルが多いためと考えられる.

4. おわりに

昨年 (2013年)和食がユネスコ無形文化遺産に登録され

たことは記憶に新しい.和食に不可欠なみそ， しょうゆと

いった発酵食品の素晴らしさが再評価されてしかるべきで

ある 近年塩麹がブームになり 大手メーカーが麹関連製

品に参入するなど麹の価値，魅力が見直され，改めてその

機能性，活性等が注目されている.発酵食品において麹が

非常に重要であることは誰もが認めるところである.従来

からの酵素の供給源としての麹の役割に加え，メタボロー

図 5目旨肪酸，脂肪酸ヱチル試薬のガン細胞増殖抑制

および脂肪酸エチルの活性を調べるため，

薬をあわせて評価した.

抗変異原性は，サルモネラ菌ヒスチジン要求性株に対し

変異原にベンゾピレンを用いた Ames法により評価した.

試薬の評価では，オレイン酸以外は脂肪酸，脂肪酸エチル

ともに不飽和度が上がるほど抗変異原性が増加し，リノレ

ン酸エチル以外は脂肪酸エチルより脂肪酸の方が抗変異原

性は高かった，みそ抽出脂質の比較では，対照区と試験区

の抗変異原性はほぼ同等で、あり，変異株による効果は認め

られなかった.これは NT12のみそは，抗変異原性の高い

脂肪酸が対照区より少なく，抗変異原性の低い脂肪酸エチ

ル含量がやや多いためと考えている.

ガン細胞増殖抑制能は上岡らの方法凶に準じ，ヒト肺扇

平上皮ガン細胞に対し，抽出脂質等を含む複合脂質膜を添

加して細胞増殖への影響を評価した(図 4，5). 試薬の評

価では，オレイン酸エチル以外は脂肪酸，脂肪酸エチルと

もに不飽和度が上がるほど増殖抑制能が増加しオレイン

酸エチル以外は脂肪酸より脂肪酸エチルの方が高い増殖抑

それらの市販試

図 4
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ム研究が進展し，ビタミン Bz等代謝物について多くの知見

が見出されることにより，更に魅力的な食品素材となろう.

麹菌の育種は，麹菌が多核であるなど取り扱いが厄介で=

成果が出にくいためか，清酒酵母の育種などに比べると成

果事例が少ない.麹菌の酵素や代謝物の生産性に焦点を当

てた育種は価値があり，実用化の可能性，波及効果も大きい

と思われる.今後も育種等の麹菌関連研究により，多様性

に富む優れた発酵食品の開発に役立ちたいと考えている.

ここで紹介したビタミン鳥類高生産株の育種およびそ

の利用の一部は. (一社)中央味噌研究所の委託研究として

実施したものである.また，みその試験醸造にご協力いた

だいた長野県内企業各社に改めて感謝申し上げます.
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