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道産ブリの利用拡大を目指したブリ節製造技術
食品開発部 吉川 修司

成果の概要

○道産の小型ブリの脂の少なさを利用し、ブリ節を製造する技術を開発しました。
○ブリ節には脂の少ない道産小型ブリの腹須以外の部分が適していました。
○魚肉が割れやすい道産ブリを歩留まり良く削り節にできる成形節の製法を開発しました。

背景、目的

〇近年、北海道はブリの漁獲量 1 万トン前後まで急増しています
〇従来のブリの加工品は、照り焼きやブリ大根など脂がのったブリに適していますが、道産ブリ
は脂の少ない小型魚が多く、利用が進んでいません。
〇本研究では、道産小型ブリの利用拡大に向けて、脂の少なさを活かして、ブリ節を製造する技
術を開発しました。

成果

（１）道産ブリの加工適性の把握

道産ブリは養殖ブリより粗脂肪が少な
く、製品化に求められる量のイノシン酸
（旨味成分）を含み、高次加工品原料と
して適していました。加熱工程において
イノシン酸を多く残すには、80℃での加
熱が重要でした（図 1）
。

（２）ブリ節製造技術の開発
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図 1 加熱処理後のブリの
イノシン酸残存率
（加熱時間 30 分）

焙乾工程において、カツオでは身割れが発生しないのに
対し、ブリは約半分に身割れが発生しました。そこで、身
の割れやすさを克服するため、通常製法に加え、加熱した
ブリを粉砕後に成型して製造する成形節の製法を開発し
ました（図 2）
。道内の節製造企業にて、ブリ節製造技術の
実証試験を行い、開発した技術が既存設備で実施可能であ
ることを確認しました（図 3）
。成型節は削り節の外観が優
れており、削り工程の歩留まりが通常製法より約９％高く
なりました（図 3）
。実証試験で製造したブリ節のイノシン
酸量は、市販のカツオ節と同等でした。

成果の普及、活用方法

図 2 ブリ成型節の製造法
ブリ節

削り節

通常製法

成形節製法

図 3 ブリ節試作品の外観

本成果は道内企業に対して技術普及し、道産小型ブリを原料としたブリ節の製品化に活用し
ます。また、既存のコンブや魚醤油などの素材とブリ節を組み合わせてうま味を向上させた道産
調味料の開発も支援していきます。

研究課題名 ：道産ブリの加工利用を促進させる高次加工品製造技術の開発
事業名
：重点研究（平成 30～令和２年度）
共同研究機関：網走水産試験場
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日本海産ホタテガイの韓国向け活貝輸送技術の開発
釧路水産試験場 加工利用部加工利用Ｇ 武田 浩郁

成果の概要

○漁獲後の原料貝の取り扱いがホタテガイの活力に与える影響を明らかにしました。
○輸送時における蓄養環境がホタテガイの品質に与える影響を明らかにしました。
○韓国到着時に高い生存率を達成するホタテガイの活貝輸送技術を開発しました。

背景、目的

〇韓国では活きた状態のホタテガイに需要が多く、日本海海域の活貝が春季から夏季に集中し
て輸出されます。
〇特に夏季は水揚げから輸送の過程でホタテガイの活力が低下するため、韓国到着時の生存率
が著しく低くなること、さらに可食部位の不快臭の発生が問題となっています。
〇本研究では、日本海産ホタテガイ活貝を、安定的かつ継続的に韓国輸出を促進するため、活貝
輸送技術の開発を目的としました。

成果

（１）漁獲後の取り扱い方法と蓄養環境がホタテガイの品質に与える影響
〇漁獲後は品温上昇による活力を低下させないこと

〇輸送時の蓄養水温は低くする

（２）ホタテガイの活貝輸送技術の開発

漁獲から韓国輸送を想定したモデル試験の結果から、下記の 2 つのポイントを守ることで、
韓国到着時のホタテガイの生存率を 90％以上にすることが可能となりました。
【ポイント１】
：漁獲後の洗浄・選別処理を経た、輸送開始時のホタテガイの活力は、アルギニ
ンリン酸量として 10µmol/g 以上が必要。
【ポイント２】
：韓国への輸送時における蓄養タンクの水温は 5℃以下に管理する。

成果の普及、活用方法

得られた成果から活貝輸送マニュアルを作成し、韓国への高品質なホタテガイの活貝輸送技
術としてホタテガイ生産者と活貝輸出業者へ速やかに普及します。
研究課題名 ：日本海産ホタテガイの韓国向け活貝輸送技術の開発
事業名
：重点研究（平成 30～令和２年度）
共同研究機関：食品加工研究センター
協力機関
：小樽市漁業協同組合、岩内町地場産業サポートセンター、北海道水産林務部水産
経営課水産食品振興 G
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北海道産りんごを活用した多様なシードルの製造技術
中央農業試験場 加工利用部農産品質Ｇ 中道 浩司

成果の概要

○北海道産りんごの品種と市販酵母によるシードルの特性情報を明らかにしました。
○りんご品種と酵母株の選択により多様なシードルを製造することができるようになりました。
○味嗜好性に対応した発酵停止目標 Brix 値を決めることができるようになりました。

背景、目的

○シードルは、りんごから製造される低アルコール飲料で、近年は生産量が増加傾向にありま
す。道内の製造事業者数も増えており、製品品質を安定させるとともに、既存品に対して優位
性を持つシードルを開発するための技術情報が求められています。
○本研究では、多様な特徴があり、安定した品質を実現するシードル製造技術を開発することを
目的として試験を行いました。

成果
（１）りんご品種と酵母株の特徴

北海道産りんご 19 種類と市販酵母 20 株から選定したりんご 6 品種と酵母 5 株について、呈
味、香り特徴に寄与する成分特性と官能評価特性を明らかにしました（図１）
。

（２）味嗜好性を考慮した発酵停止目標 Brix 値の検討モデル

果汁 Brix、果汁酸度と目標 Brix の値があれば、醸造後のエタノール濃度と酸度、味の嗜好性
が予測できます。味嗜好性に対応した発酵停止目標 Brix 値を決めることができます（図２）
。
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図２ 味嗜好性予測モデル（果汁 Brix13.5 の場合）

図１ りんご品種の特徴

成果の普及、活用方法

技術資料および味嗜好性予測モデルのツール（Excel ファイル）は配布可能ですので中央農業
試験場または食品加工研究センターにお問い合わせください。
研究課題名 ：道産りんごを活用したシードル製造技術の確立と商品化に向けた実証
事業名
：重点研究（平成 30～令和 2 年度）
共同研究機関：食品加工研究センター
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とうもろこし胚芽の有効活用
食品開発部食品開発Ｇ 中野 敦博

成果の概要
○道産コーングリッツ（とうもろこし粉）の製造副産物から、胚芽を分離する処理方法を開発し
ました。
○高ショ糖食飼料を用いたラットの動物試験で、胚芽は肝臓中の脂質蓄積を抑制する作用があ
ることを明らかにしました。

背景、目的
○道総研の研究プロジェクトの成果をもとに、道産コーングリッツの製造が 2016 年から開始さ
れています。
○道産コーングリッツの製造では、胚芽を含む製造副産物が約 20％（原料に対する重量割合）
排出されています。胚芽は栄養価が高いことから、食素材としての有効活用が期待できます。
○そこで本研究では、胚芽を食素材として活用するために必要な分離技術の開発を検討すると
ともに、胚芽の生体調節機能の解析を行うことを目的としました。
原 料
（製造副産物）

成果

(A)

(B)

圧ぺん粉砕
（ロール機・ロール2本）

ロール機による圧ぺん粉砕処理とふるい別処理によ
り、原料（製造副産物、図 1B）から胚芽を分離できま
した（図 1A）
。実証試験による圧ぺん粉砕処理後のふ
るい別処理品は、ふるい目開きが大きいほど胚芽の含
有率が高くなり、2.8mm 上では胚芽含有率 90％以上
の処理品（図 1C）が得られました。

（２）胚芽の生体調節機能の解析
高ショ糖食飼料を用いたラットによる動物試験の結
果、焙煎胚芽添加区は、フィチン酸添加区と同様に、
肝臓中の総脂質（図 2）やトリグリセリド、総コレス
テロールの値が有意に低下しました。このことから、
胚芽は、ラット肝臓中の脂質蓄積抑制作用を有するこ
とを明らかにしました。

ふるい別
（シフター・目開き2.8mm上）

(C)

焙煎・粉砕
（焙煎機、粉砕機）
製 品
（胚芽食素材）

図1 胚芽の分離処理工程と処理物の外観

(A)分離処理工程 、(B)原料、(C)ふるい別の処理
物（ほとんどが灰色の圧ぺん状の胚芽）

総脂質（mg/g肝臓）

（１）胚芽の分離技術の開発
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図2 ラットの肝臓中の総脂質

成果の普及、活用方法
本研究成果は、道内コーングリッツ製造工場における胚芽食素材の製品化技術として活用を
進めます。胚芽の生体調節機能に関する研究成果は、胚芽食素材やそれを利用した加工品の価値
向上に向けた情報として普及します。
研究課題名 ：子実とうもろこし胚芽の食素材化技術開発ならびに機能性評価による高付加価値
化
事業名
：経常研究（平成 30～令和 2 年度）
共同研究機関：中央農業試験場
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道産赤身牛肉の食肉加工品とその特性
食品開発部食品開発Ｇ 田中 彰

成果の概要

○道産赤身牛肉の原料特性を部位別に分析した結果、「ともさんかく」、「いちぼ」、「らん
ぷ」の 3 部位の脂質含有量が高いことを確認しました。
○各部位ごとに試作したハムとローストビーフは、
「柔らかさ」や「ジューシー感」の高い部
位が好まれることが示されました。
〇「ジューシー感」や「柔らかさ」を活かした加工品の製造には、脂質含有量が高い原料部位
が適していることが明らかとなりました。

背景、目的

○道産牛肉は、ホルスタイン種などの乳用種肥育牛肉が多く、脂肪交雑の少ない赤身牛肉で
す。北海道では、赤身牛肉の付加価値向上に向けた取り組みを推進しています。
○道産赤身牛肉の主要な仕向け先は、家庭・飲食店向けのテーブルミートであり、道産赤身牛
肉の用途拡大に向け、原料特性を活かした加工品の開発が求められています。
○本研究では道産赤身牛肉のもも肉の原料特性を部位ごとに把握するとともに、食肉加工品を
試作し、その製品特性を明らかにしました。

成果

（１）部位ごとの原料特性の把握

赤身牛肉の原料特性には、脂質含有量や破断応力などの特性値で部位ごとに違いが認められ
ました。特に、「ともさんかく」、「いちぼ」、「らんぷ」の 3 部位の脂質含有量が高いことが
示されました。

（２）原料特性と官能評価の関連性の把握

部位ごとに牛肉ハムおよびローストビーフを試作した結果、官能評価において「柔らかさ」
や「ジューシー感」の評点の高い「ともさんかく」、「いちぼ」、「らんぷ」が総合的に好まれ
ることが示されました。また、原料特性値と官能評価の評点の関連性を検討した結果、「ジュー
シー感」や「柔らかさ」を活かした加工品の製造には、脂質含有量が高い原料部位が適している
ことが明らかとなりました。

図 1 牛肉ハム試作品（いちぼ）の外観
図 2 牛肉ハムの官能評価と脂質含有量

成果の普及、活用方法

本研究成果は、道産赤身牛肉の特性を活かした加工品開発に活用できます。道内の食肉製品
製造企業や食肉卸企業へ普及を進めます。
研究課題名：道産赤身型牛肉を用いた食肉製品の特性および訴求点の解明
事業名
：経常研究（平成 30～令和 2 年度）
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玄そばの細菌数の低減化
応用技術部応用技術Ｇ 山木 一史

成果の概要

○道内産玄そばの微生物の解析および湿式処理による細菌数低減について検討しました。
○玄そばを短時間浸漬処理することにより細菌数が低減することを明らかにしました。

背景、目的

○玄そばは主に製粉されてそば粉になりますが、近年はビタミンやルチン等を多く含む健康食
品として粒そのままでの利用も増加しています。
○そばは他の穀物と比べると細菌数が多く、加工品の細菌数も多くなる傾向にあるため、細菌数
の低減が可能な技術の開発が求められています。
○本研究では、高品質なそば粉の安全供給を目的として、原料の玄そばに存在する微生物の菌叢
および特性を解析するとともに、加熱によらない細菌数低減化技術について取り組みました。

4
2

24時間

無処理

120分

0

24時間

120分

60分

0

微酸性電解水

6

60分

2

蒸留水

30分

4

図 1 浸漬時間と細菌数

（２）細菌数低減フローの検討

玄そば

35
玄そばの水分(%)

玄そばを室温で 60 分浸漬後に洗浄・脱
水・通風乾燥（30℃）した場合、水分は、乾
燥時間が2～3時間で無処理の玄そばとほぼ
同じになるとともに、一般生菌数と大腸菌
群数は、
無処理の玄そばよりもおよそ100分
の１ほど低減することが確認できました。
合わせて、そば粉の品質にも大きな違いは
認められないことが確認できました。そこ
で、この乾燥試験結果に基づいて、浸漬処理
による細菌数の低減化フローを設定しまし
た （図 2）
。

大腸菌群数（Log cfu/g）

6

30分

道内産の玄そばについて、蒸留水、およ
び微酸性電解水(pH5.0～6.5)を用いて室
温(20～23℃)にて殻付きの状態で浸漬し
たところ、
30～120分の浸漬で一般生菌数、
および大腸菌群数が無処理の玄そばと比
較すると約 2Log cfu/g ほど低減すること
を確認しました（図 1）
。

8

蒸留水
微酸性電解水

無処理

（１）湿式処理の検討

8
一般生菌数（Log cfu/g）

成果

60分浸漬処理

28

無処理

↓
浸漬

21

↓

14

洗浄

7

↓

室温 30～60分
微酸性電解水は
洗浄が必要

脱水

0
0

60

120

180

30℃における乾燥時間（分）

↓
乾燥

30℃、3時間

図 2 乾燥試験結果 および 低減化フロー

成果の普及、活用方法

本成果は、道内のそば生産地やそば粉製粉企業が、細菌数低減化を検討する際に活用すること
ができます。
研究課題名：玄そば中の微生物の特性に基づく細菌数低減化技術の開発
事業名
：経常研究（平成 31～令和 2 年度）
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食品工場におけるバイオフィルムに着目した洗浄方法
応用技術部応用技術Ｇ 三上 加奈子

成果の概要

○バイオフィルムを形成する能力の高い菌株を食品工場から分離しました。
○工場の設備や器具に利用されている素材（以下、設備素材）表面に付着するバイオフィルム量
は素材の種類により異なることを明らかにしました。
○バイオフィルムの洗浄にはアルカリ性洗剤の使用が効果的であることを明らかにしました。

背景、目的

○厚生労働省が進める HACCP 義務化を背景に、道内の食品企業では製造工場の衛生管理に関
心が高まっています。
○微生物が形成するバイオフィルムは洗浄殺菌に抵抗性があることから、衛生管理上問題とな
る二次汚染の一因ですが、バイオフィルムの性状や制御に関する報告は少ないのが現状です。
○本研究は、バイオフィルム形成菌の設備素材に対するバイオフィルムの付着挙動を把握し、効
率的な除去方法を明らかにすることを目的に実施しました。

成果

（１） 素材によるバイオフィルム付着性

食品工場より分離したバイオフィルムを形成す
る能力の高い菌株を用いて、各種素材に付着するバ
イオフィルム量の違いを調べました。その結果、指
標菌株が形成するバイオフィルム量は付着する素
材によって異なり、シリコン（Si）
、ポリウレタン
（PU）
、ステンレス（SUS）はバイオフィルムが付
着しやすいことが明らかになりました。

図１ 各種素材に付着したバイオフィルム量
＊異なるアルファベット間は有意差あり（p<0.05, Tukey, n=12)
＊エラーバーは標準誤差を示す

（２）洗浄剤によるバイオフィルム除去効果
各種素材に付着したバイオフィルムの
除去効果を比較するため、市販洗浄液 3 種
を用いて洗浄試験を行いました。洗浄液に
よるバイオフィルム除去効果はアルカリ
性洗剤で高く、中性洗剤では十分ではない
ことが明らかとなりました。また、バイオ
フィルム洗剤の除去効果はアルカリ性洗
剤に比べて低いが、中性洗剤に比べて高い
ことが明らかになりました（SUS 除く）
。

表１ 各種素材に対する洗浄液のバイオフィルム除去効果

中性洗剤
ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾑ洗剤
アルカリ性洗剤

Si

PU

SUS

PE

PET

PP

○
◎
ー

△
○
ー

△
△
◎

×
○
◎

×
○
◎

×
○
◎

＊バイオフィルム除去率 ◎: 95%以上, ○: 95～75％, △: 75～55％, ×: 55%未満
－: 素材のアルカリ耐性が低いため使用できない
素材略表記：Si（シリコン），
PU（ポリウレタン），SUS（ステンレス）
PE（ポリエチレン），PP(ポリプロピレン)
PET（ポリエチレンテレフタレート）

成果の普及、活用方法

本研究の成果は、二次汚染が懸念される冷蔵食品などを製造する工場の器具や製造工程にお
ける衛生管理の技術支援に活用します。
研究課題名：食品工場におけるバイオフィルムの評価と除去剤の検証
事 業 名：経常研究（平成 30～31 年度）
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食の簡便化志向に対応した道産野菜の半調理品製造技術の開発
食品開発部食品開発Ｇ 中野 敦博

成果の概要

○馬鈴薯およびニンジンの半調理品（窒素置換包装、加圧加熱殺菌処理）は、真空包装品と比較
して、色調は同等で、食材の潰れが抑制されて硬い食感であることがわかりました。
○サツマイモの半調理品は、窒素置換包装において包材内の残存酸素を低減化することで、色調
の改善が認められました。
○これらの含気包装形態の試作品は、賞味期限として冷蔵 30 日の保存が可能でした。

背景、目的

○現状の野菜半調理品は、多くが真空包装形態ですが、包材内で食材が潰れてしまうことが難点
です。
○含気包装形態の野菜半調理品は、食材が潰れないことが利点ですが、包装後に加熱殺菌するよ
うな製造方法の事例が少なく、技術情報が不足しています。
○そこで本研究では、道産野菜（馬鈴薯、ニンジン、サツマイモ）を用いて、含気包装形態の半
調理品の製造条件が品質に与える影響を検討し、冷蔵保管時の保存性を確認しました。

成果

（１）半調理品の品質（色、食感）

馬鈴薯およびニンジンの半調理品は、窒素置換
包装後に加圧加熱殺菌を行うことにより、真空包
装品と比較して、色調は同等で、食材の潰れが抑
制されて硬めの食感の試作品を製造できました
（図 2）
。また、サツマイモの半調理品は、窒素置
換包装において包材内の残存酸素を 0.7％に低減
化することで、色調の改善が認められました。

C

A；馬鈴薯、B；ニンジン、C；サツマイモ
80
70
60
50

V

A

N

最大荷重（N/mm2）

含気包装形態の試作品の保存試験（15℃・40 日
間）を行った結果、原料 3 種ともに、105℃・30 分
の加圧加熱殺菌処理で、一般生菌数は 3,000
CFU/g 未満、大腸菌群は陰性であり、賞味期限と
して冷蔵 30 日の保存が可能でした。

B

図1 含気包装形態の半調理品の外観

L* （明るさ）

（２）半調理品の保存性

A

0.2
0.1
0

V

A

N

図2 馬鈴薯の半調理品の色調と物性
V;真空包装、A;含気包装（空気）、N;窒素置換包装

成果の普及、活用方法

本研究成果は、調理施設などに向けた含気包装・
半調理品の製造技術として、技術支援を通じて道
内食品製造企業に普及します。

馬鈴薯（ライマン価13.5～15.1％）を2割りし、ブラ
ンチング（80℃・20分）後に包装し、加圧加熱殺菌
（110℃・30分）した

研究課題名：食の簡便化志向に対応した道産野菜の半調理品製造技術の開発
事業名
：経常研究（平成 30～令和 2 年度）
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業務用魚醤油の低コスト製造技術の開発
食品開発部 吉川 修司

成果の概要

○道産の業務用魚醤油の市場競争力を高めるため、従来品よりも低塩分で色の淡い魚醤油を低
コストで製造する技術を確立しました。
○酵素による諸味の分解と酵母による発酵を併用することにより、塩分を従来の魚醤油の半分
（10%）程度に減塩した魚醤油が、発酵期間が 4 週間で製造できます。

背景、目的

○外食産業や加工食品向け調味料のブレンド原料として業務用魚醤油の国内需要が高まってい
ますが、市場の大部分は低価格の輸入品で占められています。
○道産魚醤油は塩分が 15～22％で色調の濃いものが多いうえに、輸入品に比べ高価格であるた
め、市場競争力が低いことが課題でした。
○そこで、酵素と微生物発酵を利用し、うま味はそのままに、低塩化した色の淡い魚醤油を低コ
ストで製造する技術の開発に取り組みました。
原料（細切済み）

成果

↓←30％加水

（１）低コスト製造技術の検討

70℃以上に加熱

諸味の酵素分解条件（タンパク質分解酵素の種
類、反応温度および時間、酵素添加量）
、発酵条件
（菌株、発酵温度）を検討し、右図の製造工程を
確立しました。本製法により、従来の方法で製造
したものよりも色調が淡色化し、塩分が従来品の
約半分の 10％に減塩した魚醤油が可能になりま
した。また、遊離アミノ酸や有機酸が多くなり、
HEMF 等の芳香成分が付与されました。

↓←10％食塩

55～60℃に冷却
↓←プロテアーゼ 0.1%

4 時間保温
↓

35℃に冷却
↓←プロテアーゼ 0.1%
↓←ブドウ糖 5%
6

↓←耐塩性酵母（終濃度 1×10 CFU/g 諸味）

28 日間保温

（２）製造技術の実証試験

↓

道内２社でサケ、
サバを素材とした 100～400kg
規模の実証試験を行い、本製法の淡色化、塩分低
減、芳香成分の付与などの効果が実制帽規模でも
得られることを確認しました。
本製法により、原材料費の低減、発酵期間の短
縮が可能と試算されました。

成果の普及、活用方法

諸味圧搾
↓

火入れ（85℃30 分）
↓

ろ過・精製
↓

業務用魚醤油
図 開発した製造法と試作品の外観
%表記は対原料重量、写真左：従来製法、右：新製法

本研究成果は魚醤油の減塩、淡色化、香りの改良および製造の低コスト化などに活用いただけ
ます。本技術は特許出願中です。
研究課題名：業務用魚醤油の低コスト製造技術の開発
事業名
：経常研究（平成 29～31 年度）
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国産チーズスターター用乳酸菌の分離と活用
応用技術部応用技術Ｇ 八十川 大輔

成果の概要

○チーズの熟成促進効果を有する乳酸菌を、道内発酵食品から分離しました。
○この乳酸菌はチーズのうま味および香り成分を増強します（特許出願）
。
○この乳酸菌の乾燥スターターは、冷凍で１年以上保存が可能です。

背景、目的

○北海道が策定した「北海道酪農・肉用牛生産近代化計画」では、
「牛乳・乳製品や畜産物の需
要拡大」が推進方策として掲げられ、道産ナチュラルチーズ製造の取組の促進や、牛乳乳製品
の有用性の啓発が行われています。
○本研究では、地域の独自性を有し、輸入品との差別化が可能なチーズ製造に資する乳酸菌の開
発を目指し、品質向上が図れる新規乳酸菌の分離およびスターター化に取り組みました。

成果

（１）北海道での乳酸菌株の探索・選抜

道内各地域の発酵食品から乳酸菌を分離し、乳たんぱく分解力、香気成分生成能など、熟成チ
ーズへの適性を比較検討して、10 株を選抜しました。その中から、うま味成分および香りの生
成に優れた３株について、特許出願（特願 2019-195961）するとともに、普及のためのカタログ
を 作 成 し ま し た 。（ https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/techpamph/134855.html）

（２）選抜乳酸菌の効果と乾燥スターター開発

特許出願した菌株のうち、
ゴータチーズに適した２株
をそれぞれ添加したチーズを実規模試作しました。
乳酸
菌添加区のグルタミン酸量は、熟成３ヶ月目で対照区
（無添加）の約 1.3 倍となり、うま味成分の増強効果を
確認しました（図）
。
特許出願した菌株を凍結乾燥して粉末スターターを
調製し、冷凍保存試験を行いました。いずれの菌株も、
1 年以上、生菌数を維持し、乾燥スターターとして活用
可能であることを確認しました。

成果の普及、活用方法

対照チーズ
33-5 株添加チーズ

OUT0010 株添加チーズ

図 実規模試作チーズ熟成中の遊離グルタミン酸濃度変化
異なるアルファベット間に有意差あり（Tukey-Kramer, p>0.05）

本研究で得られた菌株は、チーズ工房に向けて生菌体として提供可能です。熟成チーズのう
ま味の増強、風味の付与などを目指す道内チーズ工房に普及し、実用化を図ります。また、今
後、利便性の高い乾燥スターターの製造販売を計画しています。
研究課題名 ：国産スターターを用いたブランドチーズ製造技術の開発
事業名
：公募型研究（平成 29～31 年度）
共同研究機関：（国研）農研機構 畜産研究部門、 (公財)とかち財団、(公財)オホーツク
財団、(公財)函館地域産業振興財団、(国)帯広畜産大学、雪印種苗(株)ほか
※本研究は農研機構生研支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業（経営体強化プロジェク
ト）
」の資金を受け実施しました。
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ロングライフチルド食品の加熱殺菌条件に関する研究
応用技術部応用技術Ｇ 小林 哲也

成果の概要

○ロングライフチルド食品の加熱殺菌条件を設定するための指標菌を選定しました。
○指標菌を接種したモデル食品を 12 週間保存するために必要な加熱殺菌条件を設計しました。

背景、目的

○冷蔵で 1～3 ヶ月程度の保存性をもつロングライフチルド食品を製造するためには、10℃以下
で増殖する Bacillus 等を殺滅する必要があります。
○一方で、このような加熱殺菌条件の設定に関する知見は限られています。
○本研究では、10℃以下で増殖する Bacillus 等から加熱殺菌条件を設定するための指標菌を見
出すとともに、加熱殺菌条件と保存性の関係を明らかにしました。

成果

（１）加熱殺菌条件を設定するための指標菌の選定

Bacillus 等の芽胞形成菌 61 菌株について増殖範囲と耐熱性を評価し、市販製品で増殖する可
能性が高く、耐熱性が極めて高い Paenibacillus sp. JCM13343 を指標菌として選定しました。

（２）変敗に至る生残菌数の推定と信頼性の高い加熱殺菌条件の設計

指標菌を接種したパウチ詰モデル食品の保存試験結果（表 1）から加熱処理後の生残菌数の確
率分布を求め、変敗率から 12 週間以内に腐敗に至る生残菌数を推定しました（図 1）
。12 週間
保存するために必要な生残菌数の目標値を 29 spores/パウチ以下とし、確率変化を求めたとこ
ろ、内容物の F98℃が 30 分以上で極めて高い確率（99.999999%）で目標値を達成できることが
示唆されました（図 2）
。
10℃での保存性（週） パウチあたり
の生残菌数
3
5
8 12
2
×
○ ×
12627
○ ×
1691
○ ×
225
○ ○ ▲
27
○
1
○
<1

酸素バリア性透明パウチにカレー100g を充填し、指標菌を接種して密封
F98℃：パウチ内部の温度履歴をもとにz=10℃で算出
初発菌数：3.1 log spores/g。
保存性：一般生菌数が4 log CFU/g 以上を変敗と判定。一袋も変敗せず
（○）
、一部の袋のみ変敗（▲）
、ほとんど全ての袋が変敗（×）

Probability

加熱殺菌条件
（内容物のF98℃ ）
非加熱
10.4
16.7
22.3
27.7
35.7
41.1

0.08

未変敗

0.06
0.04

変敗

0.02
0.00
10 14 18 22 26 30 34 38 42 46
生残菌数（spores/パウチ）

図1 加熱殺菌後の生残菌数の確率分布
加熱処理条件：F98℃=27.7 分
変敗率：4.5%

成果の普及、活用方法

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2

Probability

0.10

表1 指標菌を接種したパウチ詰モデル食品の保存試験結果

15

20

25

30

35

図2 加熱処理後の生残菌数が目標値
となる確率
初発菌数：5.0 log spores/パウチ
目標値：29 spores/パウチ以下

本成果は、ロングライフチルド食品の製造における加熱殺菌条件の設定などの研究に活用し
ます。
研究課題名 ：ロングライフチルド食品の加熱殺菌条件に関する研究
事業名
：一般共同研究（平成 30～令和 2 年度）
共同研究機関：株式会社日阪製作所
-11-

40

内容物のF98℃（分）

チルド食品を膨張変敗させるクロストリジウムの制御
応用技術部応用技術Ｇ 小林 哲也

成果の概要

○チルド食品の膨張変敗を引き起こすクロストリジウムの諸性状を明らかにしました。
○指標菌として選定した Clostridium pasteurianum 類縁菌を接種した野菜ペーストにおいて、
ガス発生と加熱処理条件の関係を明らかにするとともに、野菜ペーストを膨張変敗させるク
ロストリジウムを制御するための加熱殺菌条件を提示しました。

背景、目的

○袋物惣菜は、大きな市場を形成しており、平成 30 年には売上高 7,300 億円に達しています。
○袋物惣菜のうち、真空包装する製品では内部が嫌気状態となるため、クロストリジウムの増殖
が問題となります。
○本研究では、袋物惣菜などのチルド食品を膨張変敗させるクロストリジウムを制御するため
の加熱殺菌条件を明らかにすることを目的としました。

成果

（１）野菜ペーストの膨張変敗を引き起こす
クロストリジウムの諸性状

C. pasteurianum 類縁菌は、10℃、pH 5.0 でも増殖しま

した。また、その他のクロストリジウムと比べて多くの種
類の野菜ペースト中でガスを産生し、芽胞の耐熱性も顕
著に高いことから、本菌を指標菌として制御することに
より、クロストリジウムによるチルド食品の膨張変敗を
防止できることが示唆されました。

中期

短期

長期

図1 C. pasteurianum 類縁菌を接種したコーンペースト
を10℃保存したときの経過

成果の普及、活用方法

12
ガス発生（週）

10℃保存した野菜ペーストにおい
て、C. pasteurianum 類縁菌による膨
張変敗の発生期間は、加熱処理条件
で変化しました（図 2）
。この関係を
もとに、pH 5.3～6.4 においてクロス
トリジウムによる膨張変敗を一定期
間制御するために必要な加熱処理条
件を示すことができました（図 3）
。

加熱処理条件（F90℃、分）

（２）野菜ペーストを膨張変敗させるクロストリジウムの制御に必要な加熱殺菌
条件
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加熱処理条件（F90℃、分）

図2 膨張変敗と加熱処理条件の関係

4 週間
8 週間
12 週間

pH

図3 膨張変敗を一定期間制御するため
の加熱処理条件とpH の関係

F90℃はz=10℃で算出
コーン、pH 6.4（●）カボチャ、pH 5.6（●）
ジャガイモ、pH 5.5（●）タマネギ、pH 5.3（●）

本成果は、クロストリジウムによ
る膨張変敗が懸念されるチルド食品に活用できます。活用にあたっては、製品 pH や水分活性、
温度管理（10℃以下での保存）に留意が必要です。
研究課題名：チルド食品のロングライフ化に向けた偏性嫌気性芽胞形成菌の加熱殺菌条件の確立
事業名
：経常研究（平成 30～31 年度）
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小麦なまぐさ黒穂病発病粒における
異臭原因物質と生育に伴う変化
応用技術部 河野 慎一

成果の概要

○小麦の病気である「小麦なまぐさ黒穂病」による異臭の原因となる物質を特定しました。
○異臭の原因となる物質は小麦の登熟に伴い減少することがわかりました。

背景、目的

○平成 18 年に北海道の一部地域で小麦なまぐさ黒穂病の発生が確認されました。この病気の最
大の特徴は、発病粒が発するなまぐさい異臭(以下、なまぐさ臭)にあります。しかしながら、
なまぐさ臭に関する知見は少なく、道内における試験研究事例も極めて乏しい状況です。
○そこで、本試験ではなまぐさ臭の原因となる物質(以下、原因物質)を特定するとともに、小麦
の登熟に伴う原因物質の変化について調査を行いました。
表１ なまぐさ臭の原因物質

成果

（１）なまぐさ臭の原因物質の探索

物質名

（２）小麦の登熟に伴う原因物質の推移

試験ほ場にて試料を採取(6 試験区･3 時期)し、原因
物質を測定しました。登熟に伴い原因物質は減少し
(図 1)、出穂から約 50 日(収穫期頃)前後で原因物質は
著しく減少しました。また同時に官能試験※を行い、登
熟に伴いにおいの強さが減少すること、さらに、にお
いの強さと原因物質の間に相関があることを確認し
ました(データ未掲載)。
※悪臭防止法で採用している臭気指数(においの強さ
を示す指標)を測定しました。

魚様、刺激臭

3-Octanone

ハーブ様、樹脂、バター

Octanal

青草様、フルーティ等

1-Octen-3-one

マッシュルーム、金属様等

Oct-(2E)-enal

青草様、ナッツ様等

1-Octen-3-ol

マッシュルーム、土の様な等

Octa-(2E,4E)-dienal

青草様、海藻、スパイシー

ピーク面積(Area/I･S Area）

なまぐさ黒穂病に罹病した発病粒について、におい
嗅ぎ装置付き GC-MS を用いて測定を行い、原因 物質
を特定しました(表 1) 。原因物質はトリメチルアミン
や 3-オクタノン等合計 7 物質であり、これらが様々な
割合で混ざることにより、なまぐさ臭が生じていると
推定されました。

化合物ライブラリの記述子

Trimethylamine

2,4-Octadienal
1-Octen-3-ol
2-Octenal
1-Octen-3-one
Octanal
3-Octanone
Trimethylamine

60
40
20
0

22 51 58 20 49 56 20 49 56 19 48 55 21 50 57 20 45 52
Ａ市

Ａ市

Ａ市

Ａ市

Ｂ町

Ｃ町

ゆめ

きた

つる

キタノ

ゆめ

キタノ

ほなみ

きち

カオリ

ちから

カオリ

ちから

出穂からの日数（日）・産地・品種

図１ 小麦の登熟に伴う原因物質の推移

成果の普及、活用方法

本成果は小麦なまぐさ黒穂病に関する情報をとりまとめた「小麦なまぐさ黒穂病Ｑ＆Ａ第 2
版」に掲載し、北海道における小麦なまぐさ黒穂病対策に活用します。また、当該におい原因
物質の特定・解析技術は、食品のにおいの試験研究に活用できます。
研究課題名：小麦なまぐさ黒穂病の効果的防除技術の開発
事業名
：公募型研究(平成 29～31 年度)、中央農業試験場、上川農業試験場ほか
※本研究は、農研機構生研支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロ
ジェクト)」の支援を受けて実施いたしました。
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