
乳酸菌



生乳から生まれる様々な乳製品



乳酸菌
乳酸菌という呼称は学名に基づいたものではなく、乳酸を多量につくる細菌群の総称である。

乳酸菌は、炭水化物(糖類など)を発酵してエネルギーを獲得し、多量 の乳酸を生成する一群の細菌の総称です。
量の多少を問題にしなければ、乳酸を生成する細菌はたくさん存在するのですが、乳酸菌は通常、消費した糖
類から50%以上の割合で乳酸を生成する細菌と定義されています。

細胞の形態から球菌と桿菌に大別されます 。

細菌の基本的な識別法であるグラム染色で陽性を示し、カタラーゼ(過酸化水素を分解する酵素)を持たず、芽胞
(内生胞子)を形成せず、一般に運動性がないという共通的特徴があります。

乳酸菌は酸素の存在する環境でも増殖できますが、どちらかといえば酸素の比較的少ない環境を好みます。

細菌はグラム染色と呼ばれる手法によ って、グラム陽性菌とグラム陰性菌の2つのグループに大別されます。
乳酸菌やビフィブズ菌はグラム陽性菌、大腸菌やサルモネラはグラム陰性菌です。

すなわち以下の要件を満たす菌類が乳酸菌とされる。
1.グラム陽性
2.桿菌・球菌
3.芽胞=なし
4.運動性=なし
5.消費ブドウ糖に対して50%以上の乳酸を生成
6.ナイアシン(ビタミンB3)を必須要求



乳酸発酵のタイプと発酵⽣産物

乳酸菌による糖質の発酵は、通常2種類の経路(ホモ乳酸発酵またはヘテ ロ乳酸発酵)で進⾏します。
ホモ乳酸発酵は単糖(例えばグル コース)1分⼦から2分⼦の乳酸を⽣成し、消費された糖のすべてを乳酸に変換します(1
式)。
C6H12O6(グルコース)→ 2CH3CH(OH)COOH(乳酸)+2ATP (1) 

これに対してヘテロ乳酸発酵では、乳酸のほかにエタノールと⼆酸化炭素を⽣成します(2式)。
C6H12O6(グルコース)→CH3CH(OH)COOH(乳酸) +C2H5OH(エタノール)+CO2(⼆酸化炭素)+ATP (2) 

乳酸菌の菌種によって、例えばヨーグ ルトの製造に⽤いるブルガリア菌(ラクトバチルス デルブリュッキー 亜種 ブル
ガリクス)は(1)式のホモ乳酸発酵、 発酵クリームやカテージチーズ⽤のスタ ーターに含まれるロイコノストック メセ
ンテロイデス 亜種クレモリスは(2)式 に⽰したヘテロ乳酸発酵を営みます。

すなわち、
ホモ発酵は、消費された糖のすべてを乳酸に変換。
ヘテロ発酵は、乳酸のほかにエタノールと⼆酸化炭素を⽣成。



乳酸菌という⽤語は、ある⼀種類の細菌を指すわけではなく、現在までに 250種以上の種が正式に認められています。した
がって、個々の乳酸菌を区別するには、多少⾯倒ですが、学名に頼らざるを得ません。
現在の分類体系では、乳酸菌は15属に分けられており、桿菌としてはラクトバチルス( Lactobacillus)、カルノバクテリウム
(Carnobacterium)、球菌としてはストレプトコックス( Streptococcus)、 ラクトコックス(Lactococcus)、エンテロコックス
(Enterococcus)、ペデ ィオコックス(Pediococcus)、テトラゲノコックス( Tetragenococcus)、ロ イコノストック
(Leuconostoc)などです。

Lactobacillus 属
Lactobacillus 属は乳酸菌の15の属の中でもっとも⼤きな属であ る。Lactobacillus 属の菌種は⾃然界に広く分布しており、耐
酸性に優れている。
乳製品製造上重要な菌種が多く、発酵乳の製造に⽋かすことの出来ないLb. delbrueckii subsp. bulgaricus 、Lb. delbrueckii 、
Lb. acidophilus、 Lb. casei、Lb. plantarum、Lb. brevis、Lb. buchneri、Lb. fermentum ならびに Lb. helveticus などが代表
的な菌種である。
この属に位置付けられている菌種は⽣化学的性質、⽣理化学的性質、さらには遺伝⼦型も多様で、G+C mol%が32~53%と広
く、形態は桿菌である。また、グルコースからの発酵形式がホモ型発酵の菌種と、ヘテロ型発酵の菌種とから成⽴っている。

Lactococcus 属
Lactococcus 属には5菌種あり、その中でLc. lactis が乳製品と深い関係を 持っている。Lc. lactis にはLc. lactis subsp. 
lactis、Lc. lactis subsp. cremoris それ にLc. lactis subsp. hordniae の三つの亜種があり、前⼆者が乳製品に関係した乳酸菌
である。なお、Lc. lactis subsp. cremoris は次の4点でLc. lactis subsp. lactis と異なっている。(a)40°Cで増殖出来る、
(b)4%のNaClで増殖出来る、(c)アルギニンを加⽔分解出来る、(d)リボースを発酵するの4点である。

Streptococcus 属
Streptococcus 属は⼝腔、⼈畜、臨床試料などに⾒い出される乳酸菌であ る。病原性があることで知られる乳酸菌もこの属に
含まれている。代表的な ものとして、St. pyogenes、 St. mutans、 St. pneumoniae などがある。この属の中にあってSt. 
thermophilus は乳製品製造上重要な唯⼀の菌種である。St. thermophilus は Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus と併⽤して
ヨーグルトのスタ ーターに⽤いられる。

乳酸菌の種類



Leuconostoc 属
Leuconostoc 属はヘテロ発酵型の球菌で、⽣産する乳酸の光学異性体はD型である。Leuconostoc 属がヘテロ発酵を⾏う
絶対性は“Leuconostoc sensu stricto”(厳密な意味でのロイコノストック属)と呼ばれていることから理解さ れる。乳製品製
造上重要な菌種としてLeu. mesenteroides subsp. cremoris 、 Leu. mesenteroides subsp. mesenteroides、 Leu. 
mesenteroides subsp. dextranicum それに Leu. paramesenteroides などがある。

チーズ、発酵バターに使⽤される主な乳酸菌

▪Streptococcus thermophilus
▪Lactococcus lactis subsp. cremoris
▪Lactococcus lactis subsp. lactis
▪Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
▪Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii
▪Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis
▪Lactobacillus helveticus
▪Lactobacillus casei
▪Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris
▪Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides



乳酸菌に必要な栄養素と乳中での⽣育

私たち⼈間に必要な炭⽔化物(糖質)、タンパク質、脂質、ビタミン、ミ ネラル(無機質)を五⼤栄養素と呼び、例え
ば、タ ンパク質に含まれる9種類のアミノ酸(バリン、メチオニン、トリプトファ ン、リジンなど)はどうしても⾷
物から摂取しなければなりません。
乳酸菌もヒトと同様に、複雑な栄養要求性を⽰します。この細菌を合成培地に⽣育させる場合には、発酵可能な糖
質とともに、いろいろな種類のアミノ酸、ビタミン、核酸塩基(プリン、ピリミジン)、⾦属塩などを添加しなければ
なりません。例えば、乳業⽤乳酸菌の多くの菌種は共通的にグルタミン酸、バリン、ニコチン酸、パントテン酸、
マグネシウム、マンガンなどを必要とし、その他のアミノ酸・ビタミン・無機塩類の要求性は菌種・菌株に よって
相違すると報告されています。さらに複雑な構造の微量栄養素を必要とする乳酸菌もあります 。

⽜乳を乳酸菌の⽣育環境として考えたとき、⽜乳には2つの⼤きな特徴があります。

第1は、約4.5%の糖質が含まれていますが、その99.8%を占める主要な糖質が乳糖(ラクトース)であり、その他の糖
質はきわめて微量です。そのため、⽜乳で⽣育する乳酸菌は乳糖を利⽤できる種類でなければなりません。

第2の特徴は、⽜乳はカゼインや乳清タンパク質などを豊富に含んでいますが、遊離アミノ酸含量はきわめて低いこ
とです。上述のように、乳酸菌は⽣育にアミノ酸を必要としますから、⽜乳で増殖するためには、細胞外に 存在す
るタンパク質を分解してアミノ酸を獲得しなければなりません。

乳酸菌のなかには乳糖を発酵できない菌は多数存在しますし、タンパク分解⼒が ⾮常に弱い菌も知られています。
このような菌を⽜乳で培養するには、0.5~ 1%程度のブドウ糖と0.3%の酵⺟エキスを添加すると、よく⽣育しま
す。また、⽜乳中で⽣育の遅い乳酸菌の⽣育を促進するために、トマトエキスやニンジンエキスなどを適量添加す
ることも⾏われています。



ホモ乳酸発酵の代謝産物は乳酸だけのはずですが、実際には乳酸のほかに、ごく微量のエタノール、酢酸、ギ酸、ア
セトアルデヒド、ジアセチル、アセトインなどを副⽣します。その⽣成量は菌株や培養条件によって相違します。

発酵乳製品において乳酸菌が⽣成する代表的な⾹気成分は2つの種類に分けられます。すなわち、発酵バターやカッ
テージチーズの特徴的な成分であるジアセチル(CH3-CO-CO-CH3)とヨーグルトや酸乳飲料で重視されるアセトア
ルデヒド(CH3-CHO)であり、両者のフレーバー特性は⾮常に異なります。アセトアルデヒドは、ほとんどすべての
乳酸菌で⽣成が認 められています。⼀⽅、ジアセチルはピルビン酸を経由してつくられるのですが、解糖系に由来
するピルビン酸は事実上すべて乳酸に変わります。しかし、⽜乳にはクエン酸がかなり多量含まれています(平均約
0.17%、範囲 0.09~0.20%)。乳酸菌のなかには、ロイコノストック メセンテロイデス 亜種クレモリスやラクトコッ
クス ラクチス 亜種 ラクチスの変種ジアセチラクチスなどのようにクエン酸発酵性の菌種があり、クエン酸から効
率よくジアセチルを⽣成します。これは、サワークリーム、発酵バター、カッテージチーズなどの製造における独
特の⾵味発⽣の⾯から重要な反応です。



発酵乳の主な香り成分と香調、香りへの関与、由来物質



乳製品フレーバーの生成概要



乳酸菌によるアセトアルデヒド、ジアセチル、アセトインの生成



乳酸菌による乳タンパク質の分解
⽜乳はタンパク質を豊富に含んでいますが、遊離アミノ酸含量がきわめて低いことが特徴です。乳酸菌が乳中で
⽣育するためには、細胞外に存在するタンパク質を分解して菌体にとって必須なアミノ酸を細胞に供給しなけれ
ばなりません。微⽣物の仲間のなかでは乳酸菌のタンパク分解⼒はそれほど強いとは⾔えませんが、乳で⽣育す
る乳酸菌は必ず タンパク分解活性を具えていて、例えばチーズの熟成過程における好ましい⾵味の発⽣などに
重要な役割を演じています。ただし、チーズで苦味をもつペプチドが⽣成・蓄積する事例もあり、この場合は使
⽤する乳酸菌スターターの種類や組み合わせを変えるなど、⼯夫が必要となります。

乳酸菌が伝統的な発酵⾷品の調味と貯蔵性付与に重要な役割を演じることはよく知られています。

熟成タイプのチーズ(ゴーダ、チェダーなど)の製造には主としてラクトコックス ラクチスに属する中温性乳
酸球菌が⽤いられます。イタリアやスイス系の硬質チーズ(パルメザン、エメンタールなど)では、⾼温性のラ
クトバチルス属の乳酸桿菌も併⽤されます。これらの乳酸菌は原料乳中のラクトース(乳糖)を発酵して乳酸を
⽣成し、pHを低下させてレンネット(乳タンパク質カゼインを凝固させる酵素)の凝乳作⽤を助けます。そし
て徐々に進⾏する乳酸発酵によって適度の酸味を付与するとともに、カード(凝乳) の結着とホエー(乳清)の排
出を促し、また有害微⽣物の増殖を抑制するなど、多様な働きを⽰します。さらに、チーズの熟成過程におい
て、乳酸菌の菌体酵素(タンパク質分解酵素など)が乳成分をゆっくりと分解し、チーズ 特有の⾵味が形成さ
れます。

フレッシュチーズ(⾮熟成タイプのチーズ)、サワークリーム、発酵バタ ーなどの製造には、ラクトコックス
属の酸⽣成菌とともにロイコノストックメセンテロイデス亜種クレモリスなど、乳中のクエン酸から特有の⾵
味成分(ジアセチル)を⽣成する菌種も⽤いられます。

伝統的な発酵⾷品における利⽤



乳酸菌の共⽣とその有⽤性

フレッシュチーズ(カテージチーズなど)や発酵バターの製造に⽤いる芳⾹⽣産性乳酸菌スターターには、多
くの場合、ラクトコックスラクチスの各亜種やロイコノストック属の乳酸菌が⼀緒に存在しています。これ
は⼈為的につくられた組み合わせではなく、良くできた製品の⼀部を残しておいて次に植え継ぐ⼿法(友種
式)で永い年⽉を経て現在に伝えられた混合培養というべきものです。⼀般にロイコノストック属の乳酸菌
はタンパク分解⼒が 微弱で、乳中の⽣育速度が遅いのですが、酸⽣成⼒の強いラクトコックス ラクチスが
共存すると、この菌の増殖に伴って乳中に遊離するアミノ酸によってロイコノストック属の⽣育とジアセチ
ルの⽣成が促進されます。また、熟成タイプのチーズ⽤のスターターとしては単独の優良菌株の純粋培養を
⼀定期間ごとにローテーションして使う近代的な製造⽅式もありますが、ヨー ロッパのチーズでは従来か
ら⼀般に数種類の菌種・菌株の混合培養が利⽤されてきています。複数の菌株が混じっている⽅がバクテリ
オファージによる事故が起こりにくく、苦味ペプチドなどによる呈味性の⽋陥も避けられる利点があるとい
われています。

Stc. thermophilusとLb. bulgariusの共⽣
ヨーグルト製造で使⽤する2菌種の培養においては共⽣関係がみられる。
Stc. thermophilus はギ酸と⼆酸化炭素を⽣成し、これらの⽣成物が Lb. bulgarius
の発育を促進することになる。そして、タンパク質分解活性の強い Lb. bulgaricus 
は乳タンパク質を加⽔分解し、ペプチドやアミノ酸を⽣成する。これが 新たに
Stc.thermophilusの増殖を促進する(図1)。 しかし、同じ種の組み合わせであって
も共⽣関係が明確にみられない菌株もあることから、菌株の代謝特性に依存した関
係と思われる。



各種食品の加工に利用される主な乳酸菌の種類



発酵乳に用いられる微生物



⽜乳(脱脂乳)における乳酸菌(ラクトコックス ラクチス 亜種 ラクチ ス)の
増殖経過を図に⽰しました。培養1時間⽬から8時間⽬にかけて、⼆分裂法、
すなわち、20(1)→21(2)→22(4)→23(8)→24(16)倍...と指数関数的に⽣菌数が増加
し、したがって培養時間に対する菌数の対数をプロットすると直線になるこ
とが分かります。この図には⽣菌数の増加に伴う酸度(乳酸%)とpHの変化も
⽰してあります。乳酸菌培養のpHが4.6に近づくとカゼインが沈殿し、乳全
体がプリン状に凝固します。酸凝固までに要する時間は接種菌数によって決
まります。また、この乳酸菌の乳中での最⾼菌数は約20億/mlとなっていま
すが、他の乳酸菌でも⽜乳中の最⾼菌数は1mlあたり数億ないし数⼗億程度
で、さらに培養を続けると、図には描いてありませんが、死滅期に⼊って⽣
菌数は減少して⾏きます。

乳酸菌の⽣育環境として考えたとき、⽜乳には2つの⼤きな特徴がありま す。第1は、約4.5%の糖質が含まれていますが、
その99.8%を占める主要な糖質が乳糖(ラクトース)であり、その他の糖質はきわめて微量です。そのため、⽜乳で⽣育する乳
酸菌は乳糖を利⽤できる種類でなければなりません。第2の特徴は、⽜乳はカゼインや乳清タンパク質などを豊富に含んでい
ますが、遊離アミノ酸含量はきわめて低いことです。上述のように、乳酸菌は⽣育にアミノ酸を必要としますから、⽜乳で
増殖するためには、細胞外に存在するタンパク質を分解してアミノ酸を獲得しなければなりません。乳酸菌のなかには乳糖
を発酵できない菌は多数存在しますし、タンパク分解⼒が⾮常に弱い菌も知られています。このような菌を⽜乳で培養する
には、0.5~ 1%程度のブドウ糖と0.3%の酵⺟エキスを添加すると、よく⽣育します。また、⽜乳中で⽣育の遅い乳酸菌の⽣育
を促進するために、トマトエキスやニンジンエキスなどを適量添加することも⾏われています。

乳酸菌の培養について



乳酸菌の培養

分譲株の全量を培養に使⽤せず、必ず保険のためストック
カルチャーとしての培養を⾏うこと。
培養が失敗した場合は、ストックカルチャーを使って再度
培養する。

培地 無脂肪乳にブドウ糖1%を加えたもの
種の量 10% 〜 20%
出来上がり PH 4.7 であれば正常値
種継ぎ 無脂肪乳にブドウ糖1%を加えたもの

に培養した乳酸菌を10% 〜 20%を加える。
種次回数 7回⽬が乳酸菌の活性が良い。
温度 培養する乳酸菌により変化するが、中温菌

は22℃±1℃、⾼温菌で42℃ ±1℃



STI-12 & LH-B02 の培養カルチャーの作り⽅
培養温度は42℃ ± 1℃ 培養時間 8時間
種次培養期間 2⽇前 00時から当⽇8時

CHN-11 & CHN-19の培養カルチャーの作り⽅
培養温度は22℃ ± 1℃ 1培養時間 18時間
種次培養期間 5⽇前 2時から当⽇8時

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
総無脂肪乳量 ブドウ糖量

種菌 無脂
肪乳 種菌 無脂

肪乳 種菌 無脂
肪乳 種菌 無脂

肪乳 種菌 無脂
肪乳 種菌 無脂

肪乳 種菌 無脂肪乳

STI-12 1600 cc 2 8 2 8 2 8 6 24 20 80 80 320 400 1200 1624 16

培養時間 00 - 08 08 - 16 16 - 24 00 - 08 08 - 16 16 - 24 00 - 08

LH-B02 400 cc 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 16 64 80 320 400 4

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目

総無脂肪乳量 ブドウ糖量
種菌 無脂

肪乳 種菌 無脂
肪乳 種菌 無脂

肪乳 種菌 無脂
肪乳 種菌 無脂

肪乳 種菌 無脂
肪乳 種菌 無脂

肪乳

培養時間

5日 5日 - 4日 4日 - 3日 3日 - 2日 2日 2日 - 前日 前日 - 当日

02 - 20 20 - 14 14 - 08 08 - 02 02 - 20 20 - 14 14 - 08

CHN-11,19 1000 cc 2 8 2 8 2 8 2 8 8 32 40 160 200 800 1000 10





CHR HANSEN社で扱っている乳酸菌について 
菌タイプ　温度タイプ　　単菌/複合菌　　乳酸菌タイプ 
　球菌　　　中温性　　　　単菌　　　　　　L,D 
　球菌　　　中温性　　　　複合菌　　　　　O,LD, 
　球菌　　　高温性　　　　単菌　　　　　　ST 
　桿菌   　　 高温性　　　　単菌　　　　　　LbB,LbH 

乳酸菌タイプ　　　乳酸菌の名称 
　　L　      　　:　 Leuconostoc sp.  
　　O　     　　: 　Lactococcus lactis subsp. cremoris & Lactococcus lactis subsp. lactis  
　　D 　    　　: 　Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis  
　　LD　   　　:　 Lactococcus lactis subsp. cremoris & Lactococcus lactis subsp. lactis &  
　　　　　　　　　Leuconstoc sp. &  Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacety  
　　ST 　  　　: 　Streptococcus thermophilus  
　　LbB　 　　:　 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  
　　LbH　 　　: 　Lactobacillus helveticus  



製品別の特徴と乳酸菌タイプ 
製品名と乳酸菌タイプ　　　　　　　　　　　　　特　　　　　徴 

CHN-11(LD)　　　　　　この乳酸菌は、主にコンチネンタルセミハードチーズ品種の製造に使用され、ゴーダ、 
　　　　　　　　　　　　  エダム、リーアダム、サムソーチーズの製造に適している。 

CHN-19(LD)　　　　　　この乳酸菌は、主にコンチネンタルチーズタイプ（ゴーダ、エダム、リーアダム、サム 
　　　　　　　　　　　　  ソーチーズ）の製造に使用される。 

LH-B02(LbH)　　　　　  この乳酸菌は、イタリアとスイスのチーズを製造する際に主菌として使用され、単独、 
                                      または他の乳酸菌(STおよびLbB)と組み合わせて使用されている。 

STI-12(ST)                     この乳酸菌は、主にパスタフィラタチーズタイプ、例えば、モッツァレラ及び 
　　　　　　　　　　　　　ピザチーズタイプの製造に用いられる。 この乳酸菌は、単独で、または他の 
　　　　　　　　　　　　　乳酸菌、例えば、乳酸菌(  LbB およびLbH)と組み合わせて使用することができる。 

TCC-3(ST,LbB),TCC-4(ST,LbB),TCC20(ST,LbH) 
　　　　　　　　　　　　　この乳酸菌は、主にパスタフィラータチーズタイプの製造に使用され、 モッツァレラ 
　　　　　　　　　　　　　とピザチーズの製造に適している。 


