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論 文 の 内 容 の 要 旨 
 

乳酸菌 Lactobacillus plantarum は、植物、肉、魚介類、乳製品などの栄養豊富な環境に生息す

る乳酸菌です。乳酸菌 L. plantarum は、有機酸、脂肪酸、アンモニア、過酸化水素、ジアセチル、

バクテリオシンなどの物質を産生し、生き延びている。L. plantarum によって産生されるバクテリ

オシンはプランタリシンとして知られており、一般的にはクラス II のバクテリオシンとして報告

されており、様々な殺菌／静菌機構を持つ。 

本研究では、土壌、バージンココナッツオイル（VCO）、石鎚黒茶の発酵後のお茶など多くの試料

から L. plantarum の分離を試みた。その結果、健康な土壌から分離された L. plantarum 6 株のう

ち 3 株と、ブラッサ科植物の黒腐病が発生した土壌から分離された L. plantarum 4 株のうち 1株

が plnA の存在を示すことがわかった。VCO から分離された L. plantarum COY 2906 は、プランタ

リシンを産生することで指標菌（大腸菌等）を抑制する優れた能力を示した。塩ストレスとアルカ

リ条件の下で、L. plantarum COY 2906 は、大腸菌 K12 JM10、枯草菌および S. aureus JCM 20624

を阻害することが観察された。 

石鎚黒茶を発酵後に分離した、L. plantarum IYO1501 株および IYO1511 株のプラスミドからプ

ランタリシン遺伝子 plnA および plnEF が検出され、L. plantarum IYO1511 株の染色体から plnNJK

が検出された。抗菌活性については、plnA, plnEF, plnNJK の発現産物が指標菌に対して殺菌作用

および静菌作用を示した。 



上記の研究により、プランタリシンが発酵に重要な役割を果たしていることが明らかになった。

このことを確認するために、モデル系として、人工的な後発酵茶の製造を試み、プランタリシンの

役割を考察した。岐阜県揖斐川町から番茶を入手し Aspergillus luchuensis mut. Kawachii を接

種、L. plantarum IYO1511 を添加乳酸菌として使用した。これらのモデル発酵法の pH を市販の後

発酵茶と同等にすることに成功し、乳酸コロニー数と乳酸産生量を増加させ、生菌・真菌のコロニ

ー数を減少させることに成功した。これらの人為的に発酵させたモデル発酵法では、指標菌の抑制

効果が認められた。また、茶葉の抽出液中にプランタリシン活性を測定することができた。以上の

ことから、人工発酵法を用いた後発酵茶の製造に成功すると共に、プランタリシンが雑菌を抑制し、

発酵中に重要な役割を果たしていることを示した。 
 

審 査 結 果 の 要 旨 
 

申請者、Yolani Syaputri は、土壌、バージンココナッツオイル（VCO）、石鎚黒茶の発酵後のお

茶の試料から Lactbacillus plantarum を分離し、L. plantarum が、環境中で生育していく上で、

プランタリシンが重要性であることを示した。先ず、健康な土壌から分離された L. plantarum 6

株のうち 3株がプランタリシン遺伝子を持つことを確認し、VCO から分離された L. plantarum COY 

2906 は、プランタリシンを産生することで指標菌を抑制する優れた能力を示した。石鎚黒茶を発酵

後に分離した、L. plantarum IYO1501 株および IYO1511 株のプラスミドからもプランタリシン遺

伝子 plnA および plnEF が検出され、L. plantarum IYO1511 株の染色体から plnNJK が検出された。

抗菌活性については、plnA, plnEF, plnNJK の発現産物が指標菌に対して殺菌作用および静菌作用

を示した。さらに、プランタリシンの抗菌活性を利用した、人工発酵法を用いた黒茶の生産法を開

発し、乳酸菌が優占種となりプランタリシンの抗菌活性を測定することができた。 

審査委員会は、上記の内容が学術的に充分であることを確認した。 
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