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学 位 論 文 題 名 

 

 

Studies on the color improvement technique & mechanism with high 
ZnPP-forming bacteria in dry-cured meat products 

(乾塩漬食肉製品における高 ZnPP 形成細菌による色調改善技術と 

メカニズムに関する研究) 

 

 

本論文は、図 32（補足図 8 を含む）、表 8、参考・引用文献 110 を含む総ページ数 119
の英語論文である。他に参考論文 1 編（査読付き論文）が添えられている。  

本論文は、発色剤を添加しない食肉製品でのみ形成される鮮赤色の色素、亜鉛プロトポ

ルフィリン IX（ZnPP）に着目し、体内での発がん性物質の形成が指摘されている発色剤

を用いないで、食肉製品の色調を改善する技術開発に関するものである。  
序章では、食肉製品中の発色剤と安全性、ならびに ZnPP 形成に関する既往の研究を総

括し、本研究の目的として、硝酸塩/亜硝酸塩の代用品として食肉製品で ZnPP を生成して

色調改善効果を有する食用細菌を様々な環境源からスクリーニングを行うこととした。さ

らに、分離細菌が食肉中での ZnPP 形成を促進する機構についても検証することとした。 
第 2 章では、様々な環境およびプロバイオティクス錠剤（計 35 種類）から、高 ZnPP

形成能を有する食用細菌を検索した。形状などを指標に 126 の分離菌株について、ZnPP
形成能を確認するために、本研究室で確立した無菌肉ホモジネートモデルを用いて評価し、

44 菌株が高い ZnPP 形成能を有することが明らかとなった。高 ZnPP 形成分離株 44 株の

16S rRNA 部分遺伝子配列を調べたところ、17 種が同定され、食用となりうる細菌は

Lactococcus lactis、Leuconostoc mesenteroides、および Enterococcus faecium の 3 菌種

であることを示した。この 3 菌種を用いて、食塩添加無菌ミンチ肉を用いて ZnPP 形成能

と色調改善効果を検討したところ、強い ZnPP 自家蛍光および色調改善効果を示した。さ

らにドライソーセージを調製して検討したところ、発色剤を添加したものより色調は劣っ

たものの、非接種のドライソーセージと比べて、接種した全てのドライソーセージの ZnPP
形成は促進され、色調は著しく改善された。本研究でスクリーニングされた細菌、特に L. 
mesenteroides がスターターカルチャーとして有望な候補であり、乾燥発酵ドライソーセ

ージにおいて ZnPP を形成することによって色調を改善することを示した。 
第 3 章では、発酵食肉製品中の ZnPP 形成メカニズムにおける、分離同定した高 ZnPP



形成細菌の関与について検討した。スクリーニングされた高 ZnPP 形成細菌がヘムを利用

して独自で ZnPP を形成するのか検討したが、高 ZnPP 形成細菌自体が ZnPP を形成する

ことはできず、非加熱の食肉由来の成分が ZnPP の形成に不可欠であることを示した。ま

た、食肉中では 50℃で失活する成分と 70℃で失活する成分の 2成分が、細菌によって ZnPP
形成するのに必要であり、50℃で失活する成分は高 ZnPP 形成細菌の添加により補われた。

50－60℃で加熱した豚肉ホモジネートにおける高 ZnPP 形成細菌による ZnPP の形成は、

フェロケラターゼ（FECH）の阻害剤の添加により抑制され、細菌の FECH が補足的に関

与することを示した。FECH が局在するミトコンドリア内膜および外膜は、添加量依存的

に ZnPP 形成を促進し、FECH が食肉中の ZnPP 形成において律速であることを示した。

一方、培養分泌物の添加は細菌の種類により効果が異なるものの、ZnPP 形成を著しく増

加させ、FECH の供給源以外の作用の存在も示した。さらに細菌によるミオグロビンとヘ

モグロビンの分解促進作用もなく、ヘムの遊離促進に伴う ZnPP 産生促進効果ではないこ

とも示した。したがって、高 ZnPP 形成細菌の ZnPP 形成促進作用は FECH の供給源とし

ての共通の作用があるだけではなく、微生物固有の要因が形成促進作用の違いをもたらす

ことを明らかにした。 
第 4 章では、各章の検討が総括され、L. lactis、L. mesenteroides、および E. faecium

が、発酵ドライソーセージにおいて ZnPP を形成して色調を改善できる可食の高 ZnPP 形

成細菌であることが示された。高 ZnPP 形成細菌は、食肉内の ZnPP 形成において律速反

応である FECH を補足して ZnPP の形成を促進するだけでなく、細菌の種類によっても効

果が異なることを明らかにした。以上の研究成果は、細菌に形成させた ZnPP を用いて食

肉製品の色調を改善する技術開発において大きく貢献できるものとして、学術的、実用的

に高く評価される。  
よって、審査員一同は、Md Asaduzzaman が博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格

を有するものと認めた。 
 

 


