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目的および先行研究 

 本研究は，沖縄県から採取した植物から植物性乳酸菌を分離し，乳酸生成量を測定することで産業上

有用な乳酸菌を探索することを目的とした。将来的に食品に応用するという観点から，食経験があり，

安全性が担保されていること，乳酸生成量が高いことが求められる。乳酸菌は主に乳中に生息するが，

植物に生息する乳酸菌は環境の違いにより，様々な特性を持つことが期待される。そこで，沖縄県から

採取した植物から乳酸菌の分離・同定などを経て候補株を選抜し，候補株の乳発酵特性を評価した。 

 昨年度は，沖縄県内から 60種の植物を採取し，26菌株の乳酸菌を分離した。その中から，前培養で

生育が確認でき，リトマスミルク培地に赤変がみられた Lb12，Lc14を候補株として選抜した。選抜し

た Lb12，Lc14の単菌 2種と Lb12+Lc14(単菌混合)１種をリトマスミルク培地を用いて，37 ℃で 3日

間培養を行い，乳酸生成量を測定したところ，単菌培養時に比べ，共培養時に乳発酵が促進したことか

ら，共培養の効果があると考えた。しかし，Lc14はMRS培地における培養時に菌の生育が弱かったの

で，今後の実験に用いるには不適だと考えた。そこで今年度は，乳酸菌の選抜法を変更し，単菌の乳発

酵能を評価するのではなく，候補株の単菌 2種を 1：1に混合(単菌混合)させ，共培養の乳発酵能を評価

した。また，共培養についての考察を行った。 

 

研究 1 候補株の再選抜 

【目的】 先行研究で分離と同定を行った，26菌株からリトマスミルク試験を行い，乳酸生成の指標(リ 

トマスミルク培地の赤変)の変化や脱色(リトマスの還元)から乳発酵能が高いものを選抜した。 

【方法】 

実験 1-1 リトマスミルク試験 

⑴ 先行研究で種名の同定を行った 26 菌株の中から，現在食品に使用され，安全性が担保されている

Lactococcus 属から 10 菌株，Lactobacillus 属から 7 菌株を選抜し，異なる２種類の乳酸菌における

共培養の効果を評価した。 

⑵ マイクロプレートを用い、縦列に Lactococcus 属を，横列に Lactobacillus 属を植菌することで菌

株の乳発酵能を迅速に評価する工夫を図った。 

⑶ リトマスミルク培地(リトマス添加 10％スキムミルク)に菌液を 5％ずつ植菌し，30 ℃で 3 日間培

養した。 

⑷ 培養後，乳酸生成の指標(リトマスミルク培地の赤変)や脱色の様子を観察し，培地の変化が大きか

ったものを共培養の効果があるものとして，単菌 2種の組合せを 2組，候補株として選抜した。 

実験 1-2 グラム染色と顕微鏡観察 

実験 1-1で選抜した Lb17，Lc47，Lb19，Lc35のグラム染色を行い，顕微鏡で形状を観察した。 

【結果】 

実験 1-1 リトマスミルク試験において，乳酸生成の指標(培地の赤変)と脱色の変化を観察した。指標の 

変化が最も大きかった共培養の組合せは，Lb17と Lc47に次いで Lb19と Lc35 であった(図１)。よ 

って，Lb17と Lc47を第１候補株に，Lb19と Lc35 を第 2候補株とした(表１)。 

実験 1-2 候補株の 4菌株(Lb17，Lb19，Lc35，Lc47)すべて濃紺に染色され，4菌株はグラム陽性菌で 

あることが確認できた。また，形状は Lb17と Lb19は桿状，Lc35と Lc47は球状であった(図２)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 顕微鏡観察の様子 

(1000 倍) 

図 1 リトマスミルク試験  

(30 ℃, 48 h 後) 

表 1 候補株の種名 



 

研究 2-１ 乳酸菌の特性の評価 

【目的】 乳酸菌は生育に必要な炭素源のグルコースや窒素源のアミノ酸を乳中の糖であるラクトース

やタンパク質のカゼインを分解して取り入れている。研究 2では，候補株のこれらの分解能を調べる

ともに，増殖因子の要求性を乳発酵試験で評価した。単菌株の乳発酵における栄養要求性を調べるた

めに，4菌株(Lb17，Lc47，Lb19，Lc35)について，スキムミルク培地に添加物を加えて培養し，乳酸

生成の指標(リトマスミルク培地の赤変、乳凝固、pH低下)の変化を観察した。その後，乳酸生成量を

測定し，乳発酵特性(乳発酵速度，乳酸生成量)を評価した。また，単菌株の乳発酵能を強化するため，

異なる種類の乳酸菌 2種を体積比 1：1に混合させた共培養を行い，単菌培養時と比較した。さらに，

乳発酵における共培養についても考察した。 

【方法】 

⑴ 候補株の 4 菌株について乳発酵特性(乳発酵速度，乳酸生成量)と共培養の効果を評価するため，乳

発酵試験を行い，pHと乳酸生成量を測定した。 

⑵ リトマスミルク培地で添加物条件(無添加，1％グルコース，1％カザミノ酸，0.1％酵母エキス)を設

定した。 

⑶ 容器はマイクロチューブを用い，乳凝固の観察，pHと乳酸生成量が測定できるよう工夫した。 

⑷ 4菌株について前培養後に滅菌した生理食塩水で洗浄した後，単菌 4種(Lb17，Lc47，Lb19，Lc35)

と単菌混合 2種(Lb17+Lc47，Lb19+Lc35)の菌液を用意した。 

⑸ リトマスミルク培地に菌液を 5％植菌した。乳酸菌の培養温度が一般的に 30～37 ℃であることか

ら，37 ℃で 3日間培養を行った。 

⑹ 時間毎(0，24，48，72 h)にサンプルを採取し，乳酸生成の指標(リトマスミルク培地の赤変，乳凝

固)の様子を確認した。 

⑺ 観察後，サンプルを煮沸処理で失活させた後，冷蔵保存した。 

⑻ 簡易 pH メーターでサンプルの pH を測定し，pH の低下が確認できたサンプルについて乳酸脱水

素酵素を用いた酵素法で分光光度計(OD340)の数値をもとに乳酸生成量を算出した。 

【結果】 

図３より， Lb17，Lc47，Lc35ともに無添加時に比べて，酵母エキス添加時に乳発酵速度，最終乳酸

生成量が最も大きくなった。対して， Lb19 は無添加時に比べて，グルコース添加時に乳発酵速度が大

きく，カザミノ酸添加時に最終乳酸生成量が最も大きくなった。図４より，共培養において，

Lb17+Lc47(第１候補株) ，Lb19+Lc35(第 2候補株)ともに無添加時に比べて，酵母エキス添加時に乳発

酵速度，最終乳酸生成量が最も大きくなった。また，共培養の効果についても調べた。図５，６より，

無添加時において，Lb17+Lc47(第１候補株)は，単菌培養と共培養では乳発酵特性に差がみられなかっ

た。対して，Lb19+Lc35(第 2候補株)は単菌培養に比べて，共培養では乳発酵速度，最終乳酸生成量が

大きくなった。よって，共培養の効果があると考えられる Lb19，Lc35(第 2 候補株)を最終候補株とし

て選抜した。  

 

 
図 3 候補株単菌による乳酸生成量の経過時間変化 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究 2-2 Lb19 と Lc35 の培養条件の検討 

【目的】 2菌株の単菌 2種(Lb19，Lc35)，単菌混合 1種(Lb19+Lc35)の乳発酵を促進すべく，リトマス

ミルク培地の培養条件(温度，菌液濃度)を検討した。 

【方法】 

実験 1-1 温度条件 

無添加の共培養における最適な温度条件を調べるため，前培養液をリトマスミルク培地に植菌した。

温度条件(30，37，40 ℃)を設定し，3日間培養した後，pHを測定し評価した。 

実験 1-2 菌液濃度条件 

⑴ 無添加の共培養における最適な濁度比(Lb19：Lc35)を調べるため，前培養液の濁度を分光光度計 

(OD600)で測定した。 

⑵ 前培養液の濁度を分光光度計(OD600)で測定したところ，分光光度計の値より，Lb19の菌液濁度は

Lc35の 3.5倍であったため，Lb19の濁度を Lc35の(1.0，3.0，3.5倍)に設定した。 

⑶ リトマスミルク培地に植菌し，温度条件 37 ℃で培養した。 

実験 1-3 培養条件の評価 

検討した培養条件で乳発酵試験を行い，研究 2-1の結果と比較した。 

【結果】 

実験 1-1 図７より，単菌混合(Lb19+Lc35)について，30，40 ℃では，pHは緩やかに減少した。 

37 ℃では，pHの減少速度が大きく，最終 pH値は最も低くなった。 

実験 1-2 図８より，単菌混合(Lb19+Lc35)について，pHの減少速度は，Lc35の濁度の Lb19(1.0 

倍)，Lb19(3.0倍)，Lb19(3.5倍)の順に大きくなった。 

実験 1-3 図９より，Lb19について，培養条件設定後では，乳発酵速度，最終乳酸生成量が大きくな 

った。Lc35では，乳発酵速度は条件による差はなかった。単菌混合(Lb19+Lc35)では，単菌より乳 

発酵速度は大きく，培養条件設定後で乳発酵速度は大きくなった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
図７ 温度条件による pH 経過時間変化 図８ 菌液濃度条件による pH経過時間変化 

図５ 単菌とMixの比較(無添加) 

(第 1候補株) 

図６ 単菌とMixの比較(無添加) 

(第 2 候補株) 

図４ 共培養による乳酸生成量の経過時間変化 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察 

研究 2-1 の乳発酵試験において，Lb17，Lc47，Lc35 ともに酵母エキス添加時に無添加時に比べて，

乳発酵速度，最終乳酸生成量が大きくなったことから，ビタミン，ミネラルなどの増殖因子を要求して

いると考えられる。Lb19 はカザミノ酸添加時に無添加時に比べて，最終乳酸生成量が大きくなったこ

とから，アミノ酸を要求すると考えられる。共培養の効果については，Lb17+Lc47 (第 1 候補株)では，

単菌培養と共培養では乳発酵速度，乳酸生成量に差がなかったことから，共培養の効果がないと考えら

れる。対して，Lb19+Lc35(第 2候補株)では，単菌培養に比べて，共培養で乳発酵速度，最終乳酸生成

量が大きくなったことから，共培養の効果は大きいと考えられる。また，Lb19+Lc35(第 2候補株)の共

培養で乳発酵が促進した理由について，Lb19と Lc35のカザミノ酸要求性の違いから，共培養時にカゼ

イン分解能が高い Lc35が先に生育し，培地中のカゼインを分解して，アミノ酸を生成し，Lb19に必要

なアミノ酸を供給することで乳発酵が促進したのではないかと考えている。 

 

結論 

研究 1では，リトマスミルク試験で乳酸生成の指標(培地の赤変)，脱色(リトマスの還元)の変化を評価

し，共培養時の乳発酵能が高かった Lb17，Lc47(第 1 候補株)と Lb19，Lc35(第 2 候補株)を選抜した。

また，この 4菌株はグラム染色，顕微鏡観察において，すべてグラム陽性菌であり，Lb17と Lb19は桿

菌，Lc47と Lc35は球菌であることが確認できた。 

研究 2 では，第 1 候補株と第 2 候補株の乳発酵試験を行い，乳発酵特性(乳発酵速度，乳酸生成量)を

評価した。その結果，単菌培養時に比べて共培養時に乳発酵が促進した Lb19，Lc35(第 2 候補株)を選

抜した。第 2候補株(Lb19，Lc35)の無添加条件において単菌培養時に比べて，共培養時に乳発酵が促進

した理由として，Lb19 と Lc35 は互いの栄養要求性を補完しているのではないかと考察している。ま

た，第２候補株について培養条件(温度 37 ℃，菌液濃度比 Lc35：Lb19＝1.0：3.5)により，Lb19 と単

菌混合(Lb19+Lc35)で乳発酵が促進した。よって，Lb19と単菌混合(Lb19+Lc35)に適した培養条件を確

立することができた。 

今後は，最適な培養条件のもと，第 2候補株(Lb19，Lc35)が共培養時における乳発酵でどのように互

いの栄養要求性を補完し合っているかについて，生菌数測定を行うことで栄養共生に関する現象を明ら

かにしていく。 
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図９ 培養条件による乳酸生成量の経過時間変化 


