
チーズの製造

チーズの主な原料は乳の中にあるタンパク質の⼀種カゼインである。カゼインには分⼦中に親⽔性の部分と疎⽔性
の部分があり、これがミセル状となって液体中に浮遊するために乳は⽩く⾒える。
(1) この乳に乳酸菌を加えてpHを酸性に変え、さらにレンネット（凝乳酵素）を投⼊してカゼイン分⼦の親⽔性の
部分を加⽔分解により切り離すと、カゼイン分⼦は繊維状に連鎖して集合し、沈殿し始める。これを凝乳と⾔う。
(2) 凝乳には上記の乳酸発酵とタンパク質分解酵素によるもののほか、酸性化を⾷酢やレモン汁などといった酸の
直接添加と加熱による変性によっても沈殿⽣成ができる。

この乳酸発酵、酸の添加、タンパク質分解酵素添加、加熱の組み合わせが主要な凝乳⽣成⼿段となっている。
凝乳したカゼインは繊維状の集合体が熱運動によって収縮することで⽔及び⽔溶性成分と分離して沈殿し、乳はホ
エイ（乳清）という液体部分とカードという沈殿物とに分かれる。このカード部分を取り出したものがチーズの原
形（フレッシュチーズ）となる。それ以外のチーズにおいてはこの後、加塩や微⽣物による熟成⼯程を経て様々な
種類のチーズが作られる。

スターター
スターターは⼤別して、乳酸菌スターターとカビスターターに分けられ、つくるチーズの種類によって菌株が異な
り、チーズ製造技術上最も重要な⼯程の⼀つである。乳酸菌ターターについては、酸⽣成が主要⽬的で⾵味と芳⾹
の良いものを選択しなければなない。特に硬質チーズの⾵味的品質はスターターから受ける影響が⼤である。なお、
酸菌スターターの特性として次のようなことが挙げられる。



乳酸菌スターター
乳酸を作って⽜乳のｐＨを低くするをこと(1)は、レンネット凝固作⽤やカードの収縮を良好に導き、ホエ ー

の排出を容易にする。またカードの弾⼒牲やカード相互の結着性を良好にする。乳酸の⽣成が適正に進 めば、製
造⼯程も順削こ進む。尚、チーズ熟成時に有害な微⽣物の活性を抑制するので、チーズ製造には 活⼒の旺盛なス
ターターが要求される。乳酸菌は熟成中に主に蛋⽩質､僅かに脂肪を分解するが菌の代謝産物である酵素のほうが
チーズ熟成を早め、特有の⾵味を⽣成(2)するカが⼤きいと⾔われる。

カビスターター
カビスターターはチーズの蛋⽩質と脂肪分解により⾵味形成に⼤きな影響を与える。カビの菌体外に酵素 を分

泌し､この酵素がチーズの熟成の主役を果たす。使⽤するカビは、純粋なカビで菌⽷が短く､⼆次⽣⻑の 少ないも
のを選び、勿論⾵味と芳⾹の良いものが必要である。⻘カビ系のチーズの場合は､脂肪分解に特有 の刺激味を付
与する物を選ぶ。⾃カビ系のチーズの場合は､脂肪分解のすくないカビを選ぶ。尚、蛋⽩分解 が緩慢に熟成する
カビの⽅が品質的にはよいチーズが出来る。



(1) 原料乳 pH の低下
乳温 30 ˚C に保持した原料乳にスターターを添加(0.1- 5%)した後、滴定酸度が 0.17-0.19 になるまで乳酸発酵を⾏う(1-2 時
間)。この間に原料乳の pH は初期 pH 約 6.7 か ら 6.5 程度まで低下する。この pH 低下は以降の⼯程「凝乳」 と「クッキン
グ」において次の意味をもつている。



i)良好な乳ゲル(カード)の形成を促進「凝乳」
原料乳の pH 低下は凝乳酵素(レンネット)の⾄適 pH (6.2)に近づくだけでなく、カゼインミセル内のリン酸カルシウ ム
から Ca イオンを溶出させることで、カゼインミセルが不安定になる。この結果、レンネットによる凝乳反応が促進され
良好な乳ゲル(カード)が形成される。

ii)カードからホエイ排出を促進「クッキング」
凝乳反応によって得られたカードを細かく裁断すると、 カードから乳清(ホエイ)が排除される。「クッキング」ではス
ターターの⽣育に適した温度(30-40 ˚C)まで加温しながらホエイとカードの混合溶液を撹拌している間に乳酸発酵が進
み、さらにpHが低下する。低pHおよび加温はカードの離漿現象(シネリシス)を促進するため、効率よくホエイを排除す
ることが出来る。こうしてホ エイを排除したカード(原料乳重量のおよそ 1/10 程度) を回収し、成型・塩漬したチーズ
は「グリーンチーズ」と呼ばれる。なお、クッキングの温度と最終到達pHはチーズの種類によって異なるが、グリーン
チーズの⼤半はpH5.0-5.5 程度、そして原料乳よりも⽔分活性が低くなるため⾷品としての保存性が⾼まる。

(2)スターター由来のタンパク質分解酵素がチーズの品質に及ぼす影響
出来たばかりのグリーンチーズは無味にちかく、ゴムのように堅いテクスチャーを⽰すが、「熟成」の⼯程を経てそ
れぞれ個性あるチーズへと変化していく。チーズの熟成とはチーズの成分:タンパク質(カゼイン)、脂肪や乳糖などが、
酵素によって徐々に低分⼦化されていくことで、チーズ独特の⾵味、⾊調およびテクスチャーが形成されていく過程
である。特に⻑期熟成を必要とするセミハード・ ハードタイプチーズにおいてスターター由来のタンパク質分解酵素
(プロテアーゼ)はチーズの品質をコントロールする重要な要素である。カゼインの分解が進むとともに堅い組織は柔
らかくなり、⽣じた遊離ペプチドやアミノ酸はチーズの「苦味」や「旨味」となる。



塩化カルシウム
原料乳の殺菌処理に伴いカルシウムの不溶性が増加し､レンネット凝固時にカード形成が抑制されるので、 その

補いとして塩化カルシウムを添加する。即ち､レンネット節減と乳固形分の効率的な回収､カードの弾⼒牲及び製
造⼯程の短縮を⽬的としている。⼜､カルシウムはある種の乳酸菌､特にラクトバチルスの成⻑に必要であると⾔
われいる。
・全乳量の 0.01% 添加

硝酸カリウム
硝酸カリウムが酪酸菌の⽣育を抑制するのは､硝酸還元酵素（キサンチンオキシダーゼ）によって⽣成さ れる亜

硝酸塩の作⽤による。硝酸塩はチーズの酸化還元電位を⾼め維持し、偏牲嫌気牲である酪酸菌の⽣育を抑制､域い
は遅延させる効果がある。尚､硝酸カリウムのチーズへの移⾏は､6.5％内外と⾔われている。
・全乳量の 0.01% 添加

レンネット(凝乳酵素)
⺟乳の消化のために数種の哺乳動物の胃で作られる酵素の混合物のことで、チーズの製造に⽤いられる。 凝乳酵
素とも呼ばれ、 主な活性酵素はキモシンであり、このキモシンは酸性領域に⾄適pH(6.2)を持つ酵素である。
・全乳量の0.01% 〜 0.02% 添加

カッティング
チーズの種類により異なるが所定時間内に⽬標⽔分を脱⽔する為にカード粒のサイズ均⼀にすることが 必要であ
る。カッティング時期はカードナイフのサイズに合せ頃合時期を⾒出だすことが必要である。 無理なカッティン
グは脂肪のロスやカードの破砕につながるので､その時期を逃すことなく､適切なカッテ ィングで品質の向上と固
形回収率を⾼めることが技術上必要である｡⼀般的に、硬質チーズはカード粒が⼩さく軟質チー程⾼⽔分でカード
粒も⼤きい。



レンネット(凝乳酵素)の種類
レンネットとは、乳を固める作⽤のある酵素(凝乳酵素)の1つです。レンネットはたんぱく質のκ-カゼインのみに働いて乳を
凝固させ、熟成中はたんぱく質を分解し、組織や⾵味をつくる重要な働きをしています。
哺乳動物の離乳前の仔の胃の中で乳が固まることは何千年も前から知られていました。屠畜した⼦⽺や⼦⼭⽺、⼦⽜など反芻
動物の胃袋から乳を固める成分を抽出したのが「動物性レンネット」で、その主成分の化学名は「キモシン(Chymosin)」です。
⼀⽅、チョウセンアザミやイチジクなどにも乳を固める成分があり、特 にチョウセンアザミのおしべから抽出されたエキスは
「植物性レンネット」と呼ばれます。また、チーズの⽣産が⼤幅に増えた20世紀中ごろには、リゾムコールというカビから凝
乳酵素を⼤量⽣産する⽇本発信の技術が 確⽴し、「微⽣物性レンネット」として広く使われるようになりました。20世紀の終
わりごろには、遺伝⼦組み換え技術を⽤いて微⽣物菌体内にキモシンを⽣成させる⽅法が実⽤化され、「発酵⽣産キモシン
(FPC)」としてチーズづくりに使われ始めました。 現在、世界では発酵⽣産キモシンが約60%、微⽣物性および植物性レン
ネットが約30%⽤いられています。⽇本では動物性レンネットと微⽣物性レンネットが多く使われています。
発酵⽣産キモシン(FPC)
⼦⽜の第4胃で⽣産・分泌されるキモシンの遣伝⼦を、微⽣物(⼤腸菌、酵⺟、カビなど)に組み込んで酵素を つくります。でき
た酵素はキモシン100%のため、チーズの品質改良や収量増加が期待できます。別名バイオキ モシン、遺伝⼦組み換えキモシ
ン、リコンビナントキモシンとも呼ばれます。
微⽣物性レンネット
1960年代、原料の⼦⽜の胃が不⾜したことから代替物として使われ始め、カビ属のリゾムコール・ミィハイ、 リゾムコール・
プシルスが主に使われています。微⽣物性レンネットは、タンク培養で⼤量⽣産が可能なため 安価ですが、たんぱく分解活性
が強く、⼦⽜のレンネットより強い苦味が出やすいのが⽋点です。
植物性レンネット
イチジクのフィシン、パパイヤのパパイン、パイナップルのブロメラィンなどのたんぱく質分解酵素には凝乳 作⽤があります。
ヒンズー教などの宗教上の理由で⽜の胃由来のキモシンを使えないインドなどでは、古くか ら研究が⾏われています。⼀般に
⾵味は淡⽩ですが強い苦味が出ます。
動物性レンネット(カーフ〈⼦⽜〉レンネット)
⽣後10~30⽇の⼦⽜の第4胃から得られるレンネットで、キモシン88~94%、ペプシン6~12%が含まれま
す。⼦⽜が⺟乳以外の飼料を⾷べるようになると、キモシンは減り、ペプシン、ペプチターゼなどの消化酵素 を多く分泌する
ようになり、普通の哺乳動物の胃に変化します。



チーズの仕上がりの質を揃えるのに⼤切な技術

チーズ製造⽅法で最も肝⼼なのは、レンネットを添加するタイミングとレンネットを添加して
から初期凝固(プリーズ)までの時間(プリーズタイム)を⾒分ける技です。
・レンネットを添加するタイミングは、スターター添加による乳酸発酵の進み具合

をpHメータで確認し、スターター投⼊時のpHより0.2以上下がった時点です。
図はCHN-11の温度別の乳酸⽣成の時間変化を表したもので、時間経過に従ってpHが下がり乳酸が⽣成されていることが
わかります。図からわかるように乳酸菌添加直後のpHより0.2から0.3下がったあたりから指数関数的にpHが低下していく
のがわかります。このように乳酸菌が爆発的に増え、乳酸⽣成が活発となり乳蛋⽩質(カゼイン)が変質してきます。このタ
イミングでレンネットを添加することで凝固がスムーズになり、カッティング以降の作業時間を適正化し、仕上がりの質を
揃ろえることができます。
pHが0.2下がり切る前にレンネットを⼊れると凝固時間が⻑くなる他、乳酸⽣成に時間を要し作業時間が⼤幅に伸び、⽔分
量の調整が難しく、カードの仕上がりの質を揃えることができなくなります。また、pHをレンネットの⾄適pH以下まで下
げてからレンネットを添加すると通常の時間より極端に早い時間で凝固する他、カットからチーズの最終pHになるまで
の時間も少なくなり、⽔分量の調整が難しく、仕上がりの質を揃えることができなくなります。

・カッティングを始める⽬安は、レンネット添加からプリーズまでの時間(プリーズタイム)の1.5 〜 3.5倍です。倍率は⽬指す
チーズ(カード)の種類により異なり、経験的にモッツアレラチーズの場合はプリーズタイムの1.5〜2.0倍の時間で凝固さ
せ、カッティングすることになります。また、⼀般的にはレンネット添加後30分程度でカッティングできる状態になること
が望ましいと⾔われています。なお、プリーズまでの時間を求める⼀つの⽅法は、底の平らな⼩さなバットをミルクに浮か
べ回転させ、その動きが⽌まるまでの時間を計ることです。



撹 拌
カッティング当初のカードは⾮常に軟弱で破砕され易く、この時のカード粒には細⼼の注意が必要である。 前熟を要したカビ添
加チーズのカード粒の場合は､カードからホーがある程度抜け､カードが硬く締まるのを待って撹拌する。通常カードの場合は､
カドが結着し易い性質なので、直ぐ撹拌に移り､当初は特にゆるやかな撹拌が必要であ。次第に､カードの収縮状態を⾒て､撹拌
を強め､カードの団粒化防⽌とカードの脱⽔を図らなければならない。

ホエー排除と加温
ホエー排除は次の作業⼯程を円滑にする。熱湯で加温する場合のホエー排除量は乳糖量酸⽣成に影響があ るのでよく考慮して

決める。加温に熱湯を加えることを直接加温とって、乳糖及び酸度を希釈し､チーズにマイルドな⾵味を付与する｡⼀⽅ジャケッ
トから加温することを間接加温と⾔い､味をシャープにする。 チーズの種類や品質によて加温⽅法を選択する。加温温度が⾼い
程、脱⽔の効率が良い、しかし、急激な加温はカードの表⽪に厚い膜を作り､内部にホエーを滞らせることになる。製品に
シャープな味をもたらすので加温は徐々に⾏い、標準時間を厳守することが⼤切である。

カードブロック
カードとホエーを分離し､カードを結着させカードブロックを作る⼯程｡この⼯程はチーズの種類によって 異なる。⽅法としては、
バット内にカードを残しマッティングするもの、直ちにカードをモールドに詰めてし まうもの､布袋にカードをつめ、垂するも
のなどのほかに、カードからエアーを抜く⽬的で、バット内にカ ードを推積圧搾するもの、カードシンクやヨンギャ⼜はカード
ブロッカーなどにカードとホエー移送し､ 外圧によってカードを結着させる⽅法等､いずれもチーズ特有の組織形成を⽬とされ､
型詰め操作や次⼯程を容易にする。



チェダーリング(マッティング)
カードのパッキィング､反転､堆積及び再堆積の総合作業をチェダーリングと⾔う。この⼀連の作業は約2時間続けられ､チェ
ダーチーズ特有のものである。チェダーリングには次の⽬的がある｡
１ ホエーの排除を規制して⽔分量を調整してｐＨをさげる。
２ カード特有のボディーの繊維組織をっくり､尚､発酵ガスや悪臭を除く。

ミリング
カードミールでチェダーリングを⾏ったカードブロックを10〜15mm×20〜30mm⻑⽅形にカッティングする。 カードブロッ
クをカッティングする直接的な⽬的は次の通りである。
１ ホエー排除を⼀層良くする。
２ カード全体に⾷塩を速くかつ、均⼀に分配できる。
３ モールドへのカード詰めが容易になる。

カッティング操作による間接的な利点は次の通りである。
１ カードから不快臭を逸散させる。
２ カードを冷却し脂肪の硬化が図れる。
３ カードは必要に応じて温⽔⼜は冷⽔で洗浄できる。



圧搾（プレス）
型詰めされたカードはプレス機を⽤いて､チーズの品名に合せた形を造る。圧搾の程度は､チーズの種類 により異なるが､最

初から急激な加圧をしない。徐々に⾏うほうが良い組織のチーズが得られる。硬質系 チーズになるほど強圧になり､⻑時間を
要する。圧搾⽅法には２段楷あり､予備圧搾は普通20〜30分圧搾し、モールドよりチーズを取り出して反転し､体裁のよい外観
をつくる為にクロース（布）で包み替え本格的に 圧搾する。軟質系チーズは殆ど､プレス機を使⽤しない。⼀般には､⾃重でそ
れぞれの特徴ある組織を作るた めの温度･時間(保持）が異なるので当然この条件を厳守することが⼤切な管理となる。

冷却（放⽔）
温度10℃所要時間10時間以上冷却されることで乳酸菌による酸⽣成を抑制し､熟成のコントロールをする。 チーズの硬化を

促進し変形防⽌とクロス剥離を容易にし､表⽪を平滑にする。



グリーンチーズへの加塩の⽬的
チーズづくりで塩を加える理由は4つある。
1. グリーンチーズ表⾯の殺菌
2. 内部に残るホエー(乳清)をさらに取り除く
3. 乳酸菌・カビの⽣育を抑える
4. 旨味のもとであるグルタミン酸ナトリウムを増やす

チーズづくりで塩を加えるその他の利点
・蛋⽩質の⼀都を溶かしてカードの密着をよくする。
・チーズを硬化させる。

なお、チーズに塩を加える4つの理由うち、1~3は砂糖(ショ糖)でも代⽤が利くが、旨味成分であるグルタミン酸ナトリウムの
⽣成だけは、塩でなければ不可能である。

チーズが加塩されない場合は、チーズ内部のホエーを⼗分除くことができず、ホエーに含まれる乳糖が必要以上に残こること
から乳酸菌の活性が⾼くなり発酵が過度に進む。



加塩の⽅法
・湿塩法
⾷塩⽔に浸漬する 加塩の⽅法
ゴーダチーズでは、成型したチーズを型から取り出し、飽和⾷塩⽔に ⼀定時間浸漬して加塩します。浸漬時間は、5kg サイ
ズで 48 時間程度が標準です。
・乾塩法
チェダーチーズのように切断したカードに⾷塩を混合させる⽅法と、ブルーチーズのよに成型したチーズに⾷塩を擦り込む
⽅法がある。

チーズの塩分率はチーズの種類により異なるが、⼤半は1.5〜2.0％となっている。



予備熟成
(1) 軟質チーズについては、チーズ中の⽔分をコントロールすると共に、カビチーズ等はカビ胞⼦の発芽を促進さ

せる。
(2) 硬質チーズについては眼の形成を主⽬的にするものもあり、リンド形成も兼ねている

ことから、⽔分の⽐較的多いチーズは、予備熟成の温度(20~23°C),湿度(90%以上)が
⾼く、⽔分の低いチーズは温度(18~20°C), 湿度(85%)と低いのが普通である。

注) リンドとは、チーズの表⽪のことである。

コーティング
リンデットチーズは乾操によるリンド形成が⽬的で､通気牲のあるフロマコートを塗布する。リンドが形成されてからワックス
コーティングをして､含⽔量の調整とカビの発⽣を阻⽌する。

フィルム包装
リンドレス包装⽤フィルムにチーズを⼊れ､空気（酸素）を脱気しフィルムとチーズのリンドを密着させ る。特にサイドはチー
ズとフィルムに隙間を残さないことが､カビの発育阻⽌に役⽴つ。カビで熟成させる チーズの場合は、カビが発⽣した後､カビ
の抑制を図る必要がある。それにはポリプロピレンフィルムのように熱収縮の少ないフィルムがよい。包装後は酸素の供給を制
御して、カビの発育をコントロールする⽅法がとられている。⽅法としては､包装後ガスを排出させる⼩孔をフィルムにつくる
ことである。



本熟成
チーズはそれぞれの種類に合せたカード形成と微⽣物や酵素等を添加して造られており、熟成は当然チーズの種類によって異
なる。このため熟成には各種チーズの特質に合せた管理、即ち、温度・湿度の調整が⾮常に⼤切である。
熟成には、
・もともと乳中に存在していた各種酵素(プラスミンなど)。
・製造⼯程で添加した凝乳酵素、乳酸菌やカビなどの微⽣物由来の各種酵素(プロテアーゼ、リパーゼなど)
が働きます。

熟成中は、乳成分の分解が進み、⽣成した化合物同⼠が再び反応することで⾮常に複雑な⾵味がつくられます。(乳酸菌の項も
併せて参照ください。)
・カゼイン(たんぱく質)は、凝乳酵素や微⽣物由来の各種プロテアーゼの働きにより、うま味成分であるペプ

チドやアミノ酸に分解されます。
熟成が進むにしたがって、アミノ酸からアルデヒド、アミン、含硫化合物などのチーズの⾹り成分も⽣成さ
れます。

・乳脂肪からは、微⽣物(主にカビ)由来のリパーゼの働きにより、遊離の脂肪酸が産⽣されます。
酢酸、酪酸、カプロン酸、カプリル酸などの揮発性の脂肪酸は、チーズの⾹り成分となります。
遊離の脂肪酸が酸化されることで、⻘カビタイプに特有の⾹り成分であるメチルケトンが⽣成されます。

・乳糖からは、乳酸菌の発酵によって、乳酸、エタノール、⼆酸化炭素が産⽣されます。
乳酸からは、アルデヒド、アセトンなどのチーズの⾹り成分が⽣成されます。
ある種の乳酸菌は発酵によりクエン酸からジアセチルや酢酸を産⽣します。

・プロピオン酸菌は、乳酸からプロピオン酸、酢酸、⼆酸化炭素を産⽣します。
チーズの⾵味成分の組成は⾮常に複雑で、それは多種多彩なチーズという⾷品の独特の個性となっています。このため熟成は
チーズ製造において極めて重要な⼯程に位置づけられています。



チーズの種類 チーズ名 熟成温度(℃) 熟成湿度(%) 熟成期間

シェブール サント・モール 12~14 85~90 2~3週間

白カビ カマンべール 12~13 85~95 3~4週間

青カビ ロックフォール 8~10 90~95 3~4カ月

ウォッシュ
ポン・レヴェック 8~10 85~90 5~8週間

リンバーガー 10~16 90~95 2カ月

セミハード ゴーダ 10~13 75~85 4~5カ月

ハード

グリュイエール 15~20 90~95 6~10カ月

パルミジャーノ・レッジャーノ 12~18 80~85 2年

代表的なチーズの熟成条件


