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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
キノコ菌糸体を生産する工程；
該キノコ菌糸体をタンパク質補充物および結合物質と混合する工程；および
前記混合工程で調製された混合物を押し出し成形してタンパク質形状へとテクスチャラ
イズする工程
を含む、キノコ菌糸体を用いた肉類似物の製造方法であって、
前記キノコ菌糸体を生産する工程が、１０ｇ／ｌ〜３０ｇ／ｌのサトウキビ抽出物、１ｇ
／ｌ〜１０ｇ／ｌの硝酸ナトリウム及び１ｇ／ｌ〜１０ｇ／ｌの酵母抽出物を含む液体培
地中でキノコ菌糸体または胞子を培養することを含み、
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液体培地中で培養されるキノコ菌糸体または胞子が、マッシュルーム（Ａｇａｒｉｃｕｓ
ｂｉｓｐｏｒｕｓ）の菌糸体または胞子であり、
液体培地中でのキノコ菌糸体または胞子の培養が、完了前に３〜６日間行われる、
前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野
本発明は、植物性タンパク質の一種である肉類似物に係り、キノコ菌糸体を量産し、こ
れから肉類似物を製造する方法、この方法によって製造された肉類似物、この肉類似物を
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利用した低カロリーの代用肉及び肉香味料に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景技術
本来、肉類似物は、菜食主義者の食材料を多様化するために由来したものであるが、最
近には、一般需要者の間でも慢性疾患予防などの健康及び栄養学的な関心と共に、環境に
やさしい清浄食品に対する選好度が高まって、肉類似物に対する市場規模がさらに拡大さ
れると予想される。したがって、肉類似物を製造するための新たな食品素材の開発及び生
産技術の開発が要求されている実情である。
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【０００３】
肉類似物の生産においては、低カロリー、低脂肪の健康及び栄養学的な価値を考慮せね
ばならず、摂取時の生理的な反応及び安全性も考慮せねばならない。さらに、肉類の香味
と食感とを再現することも非常に重要である。特に、肉類似物の開発において、何より重
要なのは、肉類と類似した食感、水分及び脂肪の保有特性によって口内で感じられる特有
なマウスフィール及び潤滑性である。
【０００４】
そのような肉類似物は、大豆タンパク質を中心に開発されてきたが、大豆タンパク質は
、外形的に肉類の構造及び形態を有することはできるが、肉類特有の食感を有するには限
界があって、主にバーガー、ミートボールなどの薄く切った肉または細かく刻んだ肉の形
態としてのみ利用されてきた。大豆タンパク質は、分留物によって食感を形成できるゲル
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強度が異なるが、通常、小麦グルテンを利用して肉類の食感を摸倣した繊維状構造の製品
に開発されもした。しかし、大豆タンパク質の豆臭いにおいを含む苦味や一部消費者の小
麦グルテンによるアレルギー反応のため、その利用が制限されている実情である。また、
大豆タンパク質あるいは小麦タンパク質などを利用した豆科類、穀類素材肉類似物は、肉
類の食感を模倣することが不可能であるだけでなく、肉類似物としての香味も有さないた
め、新たな食品素材の開発が必要である。
【０００５】
菌類タンパク質は、土壌などに生息している好気性微細菌類が生産する炭水化物をタン
パク質に変換させて作った物質であって（Ｓａｄｌｅｒ，Ｍ.Ｊ.，Ｍｙｃｏ−ｐｒｏｔｅ
ｉｎ、ｉｎ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ ｏｆ Ｆｏｏｄ Ｓｃｉ.，Ｆｏｏｄ Ｔｅｃｈｎｏ
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ｌ.，Ｎｕｔｒ.，１９９３，ｐｐ.３１９１−３１９６，Ｒ.Ｍａｃｒａｅ ｅｔ ａｌ.（
ｅｄ.），Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｐｒｅｓｓ（非特許文献１））、１９６０年代からこれを食
品として利用するための研究が続いてきた。しかし、今のところ
類タンパク質のみが食品用としての生産及び利用に成功した。

Ｑｕｏｒｎ
Ｑｕｏｒｎ

という菌
は、英国の

Ｑｕｏｒｎ社で１９６４年からフザリウム グラミネアラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ ｇｒａｍ
ｉｎｅａｒｕｍ）を利用して生産したカビ肉類似物であって、１９８４年に安全性が確認
された（Ｔｒｉｎｃｉ，Ａ.Ｐ.Ｊ.，Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｑｕｏｒｎ Ｒｅ
ｇｉｓｔｅｒｅｄ ｍｙｃｏ−ｐｒｏｔｅｉｎ ｆｕｎｇｕｓ，Ｆｕｓａｒｉｕｍ ｇｒａ
ｍｉｎｅａｒｕｍ Ａ３／５.Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ，１４０（９），ｐｐ.２１８１
−２１８８，１９９４（非特許文献２））。しかし、このようなカビ肉類似物に対しては
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、食品アレルギー誘発可能性やカビに対する消費者の否定的な認識のため、それを利用し
た肉類似物の市場拡大は、限界があった。
【０００６】
したがって、肉類似物のための新たな食品素材として、繊維状構造を有しており、肉類
の香味を有しているキノコが注目されている。キノコは、大豆タンパク質に比べて相対的
に低いタンパク質含量を有しているが、硫黄含有アミノ酸の含量が高く、グルタミン酸の
含量が高くて口内での感じ及び香味を増強させる効果が大きい特徴がある。また、キノコ
は、繊維状の炭水化物で構成されており、大豆タンパク質に比べて、肉らしい食感の再現
に有利である。また、カビに対しては否定的な認識があるとは異なり、キノコは、古代か
ら食用として頻繁に利用されており、最近には、キノコに多様な生理機能物質が含まれて
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いるという事実が消費者の間に広く知られているので、大豆タンパク質やカビ菌類タンパ
ク質に比べて、キノコを利用した肉類似物の価値が高いと期待される。
【０００７】
技術的課題
しかしながら、キノコ農家から供給されるキノコは、１ｋｇ当り７,０００ウォン〜１
０,０００ウォンと高く、裁培に２０〜３０日がかかるため、量産を通じた商業化には限
界がある。したがって、キノコ菌糸体を用いた肉類似物、ならびに代用肉、肉香味料、お
よび肉香味増強物などの様々な製品を開発できるように、比較的低コストで大量のキノコ
菌糸体を生産する技術を開発する必要がある。
【０００８】
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【非特許文献１】Ｓａｄｌｅｒ，Ｍ.Ｊ.，Ｍｙｃｏ−ｐｒｏｔｅｉｎ、ｉｎ Ｅｎｃｙｃ
ｌｏｐｅｄｉａ ｏｆ Ｆｏｏｄ Ｓｃｉ.，Ｆｏｏｄ Ｔｅｃｈｎｏｌ.，Ｎｕｔｒ.，１９
９３，ｐｐ.３１９１−３１９６，Ｒ.Ｍａｃｒａｅ ｅｔ ａｌ.（ｅｄ.），Ａｃａｄｅｍ
ｉｃ Ｐｒｅｓｓ
【非特許文献２】Ｔｒｉｎｃｉ，Ａ.Ｐ.Ｊ.，Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｑｕｏｒ
ｎ Ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ ｍｙｃｏ−ｐｒｏｔｅｉｎ ｆｕｎｇｕｓ，Ｆｕｓａｒｉｕｍ
ｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ Ａ３／５.Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ，１４０（９），ｐｐ.２
１８１−２１８８，１９９４
【発明の開示】
【０００９】
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技術的解決
本発明は、キノコ菌糸体の培養のための最適の培地づくり及び培養条件を確立して、キ
ノコ菌糸体から肉類似物を製造する方法を提供する。
【００１０】
本発明はまた、本発明の方法によって製造された肉類似物を提供し、これを利用して、
従来の大豆タンパク質に比べて肉らしい食感及び香味に優れた代用肉を提供する。
【００１１】
本発明はまた、本発明の方法によって製造された肉類似物を利用して、従来の加水分解
植物性タンパク質（ＨＶＰ：Ｈｙｄｒｏｌｙｓａｔｅｄ Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ Ｐｒｏｔｅ
ｉｎ）及び化学調味料（グルタミン酸ナトリウム）の使用量を３０〜４０％減らせる肉香
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味料および肉香味増強物を提供する。
【００１２】
本発明は、前記目的を達成するために、キノコ菌糸体を生産する工程と、前記生産され
たキノコ菌糸体にタンパク質補充物と結合物質とを添加して混合する工程と、前記混合工
程の組成物からタンパク質をテクスチャライズする工程と、を含むキノコ菌糸体を用いた
肉類似物の製造方法において、キノコ菌糸体生産工程は、サトウキビ抽出物を含む液体培
地でキノコ菌糸体または胞子を培養することを特徴とする肉類似物の製造方法を提供する
。
【００１３】
本発明によるキノコ菌糸体生産工程で使われるキノコ菌糸体または胞子は、ヒラタケ（
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Ｐｌｅｕｒｏｔｕｓ ｏｓｔｒｅａｔｕｓ）、マッシュルーム（Ａｇａｒｉｃｕｓ ｂｉｓ
ｐｏｒｕｓ）、エノキタケ（Ｆｌａｍｍｕｌｉｎａ ｖｅｌｕｔｉｐｅｓ）、エリンギ（
Ｐｌｅｕｒｏｔｕｓ ｅｒｙｎｇｉｉ）など食用として広く使われるキノコや、レイシ（
Ｇａｎｏｄｅｒｍａ ｍｕｓｈｒｏｏｍ）、コルジセプス（Ｃｏｒｄｙｃｅｐｓ）をはじ
めとした機能性キノコが使われうる。
【００１４】
望ましくは、本発明による方法で使われるキノコ菌糸体または胞子は、マッシュルーム
でありうる。
【００１５】
また、本発明による方法で使われる液体培地に、サトウキビ抽出物は、１０ｇ／ｌ〜３
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０ｇ／ｌの濃度で含まれうる。
【００１６】
本発明による方法で使われる液体培地は、窒素源として硝酸ナトリウムをさらに含みう
る。
【００１７】
望ましくは、本発明で使われる液体培地は、硝酸ナトリウムを１ｇ／ｌ〜１０ｇ／ｌの
濃度で含みうる。
【００１８】
また、本発明による方法で使われる液体培地は、１ｇ／ｌ〜１０ｇ／ｌの濃度の酵母抽
出物をさらに含みうる。
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【００１９】
また、本発明は、前記肉類似物の製造方法によって製造された肉類似物、この肉類似物
を主材料とする低カロリーの代用肉、及びこの肉類似物を利用した肉香香味料および肉香
味増強物を提供する。
【００２０】
本発明の肉類似物の製造方法の前記キノコ菌糸体の生産工程は、菌株を分離して原菌を
得、これを適切な培地に接種して培養増殖させて種菌を準備する種菌準備工程と、前記種
菌準備工程の種菌から接種源を製造するための前培養工程と、前記前培養工程で得られた
接種源から目的とする菌糸体を大量増殖するための本培養工程とからなる通常のキノコ菌
糸体の液体培養方法で構成される。
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【００２１】
まず、本発明の菌株は、キノコ子実体の組織または胞子を通じて獲得し、これを原菌と
する。一般的に、原菌とは、種菌を製造する時にその種の起源となる菌株を称し、種菌は
、必要とする目的キノコ菌のみを純粋に培養した増殖体であって作物の種子のような役割
を行うものを意味し、接種源とは、培地に移し置く菌株であって、種菌培養時に原菌から
直接多量の種菌を製造できないため、中間工程として作る増殖用種菌を意味する。
【００２２】
一方、キノコの裁培において、菌糸が育つように稲わらや堆肥、麦芽、ジャガイモなど
を加工処理して栄養分、酸度を調節した基質を培地または培養器という。キノコ菌糸体を
分離または大量増殖するためには、基本的に菌糸の生理的特性に適した培地を作って使用
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せねばならない。培地は、キノコ菌の生長のための栄養源及び水分を提供するので、炭素
源、窒素源、ビタミン、無機塩類のように、生命維持に必要な要素を何れも含有せねばな
らない。
【００２３】
種菌準備工程において、培地としては、従来のキノコ培養のための培養培地や種培養菌
培地として使われたポテトデキストロース寒天培地、酵母麦芽ブドウ糖培地（Ｙｅａｓｔ
Ｅｘｔｒａｃｔ Ｍａｌｔ Ｅｘｔｒａｃｔ Ｇｌｕｃｏｓｅ ｍｅｄｉｕｍ）などの栄養
培地を使用しうる。この工程の目的は、微生物学的に安定した条件で純粋培養した菌を利
用して、多量の種菌を作るためである。
【００２４】
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次いで、キノコ菌糸体の量産のためには、大量の種菌を一時に使用せねばならないが、
原菌から種菌を培養するためには、過度な時間及び努力が要求されるので、中間培養工程
で接種源を製造した後、種菌を培養するために前培養工程を経るが、前培養工程の培地は
、１５〜２５ｇ／ｌの濃度のポテトデキストロースブロス、１０ｇ／ｌの濃度の酵母抽出
物、２〜５ｇ／ｌの濃度の麦芽抽出物、２〜５ｇ／ｌの濃度のソイトーンを含むことが望
ましい。前培養工程の培地は、ポテトデキストロースブロス２４ｇ／ｌ、酵母抽出物１０
ｇ／ｌ、麦芽抽出物５ｇ／ｌ、ソイトーン５ｇ／ｌの組成である時にさらに望ましい。そ
して、前培養工程は、約３〜４日間持続することが望ましい。
【００２５】
最後に、本培養工程は、前培養工程で得られた接種源から菌糸体を大量増殖させる工程

50

(5)

JP 4628482 B2 2011.2.9

である。この工程では、濾過された圧縮空気を吹き込んで液体培地とキノコ菌の混合物と
を撹拌させて菌糸体に養分の接触を均一にし、静置された液体状態で不足しやすい酸素濃
度を高める効果を与える。
【００２６】
本培養工程で、培養培地の炭素源としてはサトウキビ抽出物を利用し、窒素源としては
ソイトーンを利用することが、菌糸体生長の側面で最も望ましいが、経済的な側面まで考
慮すれば、ソイトーンよりは硝酸ナトリウムを利用することが望ましい。サトウキビ抽出
物とは、サトウキビの汁を絞って濃縮及び結晶化したものを称す。本発明において、サト
ウキビ抽出物は、炭素と共に成長因子を提供する役割を行う。このとき、サトウキビ抽出
物の濃度は、１０ｇ／ｌ未満である場合には、菌糸体の生長がよくなされず、３０ｇ／ｌ
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を超える場合には、滲透圧が高く、非経済的であるので、１０ｇｌ〜３０ｇ／ｌであるこ
とが望ましい。硝酸ナトリウムは、無機窒素源であって、キノコ菌糸体によって付加価値
の高い有機窒素に転換される。また、窒素源として他のアンモニアベースを利用する場合
、培地内のｐＨが変動される問題点があるが、硝酸ナトリウムを利用する場合、培地内の
ｐＨを調節する役割を行うことで、ｐＨが一定に維持される効果も得られる。硝酸ナトリ
ウムの濃度は、１ｇ／ｌ未満である場合には、菌糸体の生長に必要な窒素源が不足し、１
０ｇ／ｌを超える場合には、菌糸体成長に大差がないので、１〜１０ｇ／ｌであることが
望ましい。ここに、１〜１０ｇ／ｌ濃度の酵母抽出物をさらに含む場合、マッシュルーム
菌糸体の生長にさらに望ましい。特に、本培養工程の培地は、サトウキビ抽出物１５〜２
５ｇ／ｌ、硝酸ナトリウム５〜１０ｇ／ｌ、酵母抽出物５〜１０ｇ／ｌを含むことがさら
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に望ましい。前培養工程及び本培養工程の培地において、残りの構成部分は、蒸溜水また
は滅菌した飲用水を使用する。
【００２７】
一般的にキノコ菌糸菌糸生長の可能な温度範囲は、３〜３０℃であって、特にマッシュ
ルームの場合には、生長適温は２４〜２５℃であり、生長のための最適酸度（ｐＨ）は６
.８〜７.０であると知られている。本発明の前記前培養工程及び前記本培養工程は、２８
〜３０℃の温度で培養することが望ましく、特に、２８℃の温度条件がさらに望ましい。
そして、本発明によれば、前培養工程及び本培養工程の培地は、初期ｐＨが６.０〜６.５
である時に、菌糸体の生長が最も良好であると分かった。
【００２８】
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本発明で、本培養工程は、３〜１０日間持続することが望ましい。３日未満である場合
には、菌糸体の生長が不足し、１０日を超える場合には、経済的な側面で望ましくない。
菌糸体の最大収率及び経済性を考慮する時に、最も望ましい本培養期間は、３日〜６日で
ある。これは、従来のキノコ菌糸体の液体培養時に通常１４日〜１５日以上がかかったの
に比べて、非常に短縮された期間といえる。
【００２９】
本発明の前培養工程及び本培養工程において、従来には、菌糸粒子を培地に均一に分布
させるために得られた種菌を接種する前に均質器を利用したが、この場合、菌糸粒子が過
度に小さくなって菌糸体の生育において非効率的であるので、ブレンダを利用して菌糸を
培地内に均一に分散させることが望ましい。

40

【００３０】
さらに、本発明の前培養工程及び本培養工程は、撹拌または振盪培養することが望まし
いが、この場合、収率を最大にするために、培養容器の回転数は２００ｒｐｍが望ましい
。
【００３１】
本発明の肉類似物の製造方法によって生産されたキノコ菌糸体にタンパク質補充物と結
合物質とを添加して混合する工程において、タンパク質補充物としては、大豆タンパク質
、穀類タンパク質などの加水分解植物性タンパク質（ＨＶＰ）のような従来の肉類似物の
素材が利用されることもあり、牛肉や鶏肉などの肉類や魚類または野菜類や堅果類が利用
されることもある。結合物質としては、卵白アルブミンが利用されうる。前記混合工程に
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おいて、前記タンパク質補充物及び前記結合物質以外に、グルカン、ヌクレオチド、硫黄
含有アミノ酸、グルタミン酸、澱粉、食餌繊維が混合され、香料及び発色剤がさらに混合
されることもある。
【００３２】
前記混合工程の組成物からタンパク質にテクスチャライズする工程は、押し出し成形法
によってなされる。押し出し成形時に原料組成比、原料投入量、水分含量、スクリュー回
転速度、バレル加熱温度を調節しうる。このとき、水分の含量を４０％ほどに高めて押し
出し成形して１００〜１７０℃の温度条件下で１００〜１０００ｐｓｉの圧力で押し出し
成形しうる。タンパク質のテクスチャライズのために、クーリングダイまたはサーキュラ
ダイを使用しうる。

10

【００３３】
本発明の代用肉は、前記製造方法によって製造された肉類似物を利用し、ここにタンパ
ク質、炭水化物、脂肪、香料及び発色剤など公知の副材料を添加して製造する。このとき
、前記代用肉の全体タンパク質のうち１０〜１００％は、前記肉類似物からなりうる。
【００３４】
本発明の肉香味料および肉香味増強物は、前記製造方法によって製造された肉類似物を
利用して、公知の香味剤生産方法によって製造する。
【００３５】
最良の形態
以下、本発明の例示的な態様を示した添付の図面を参照して、本発明をより詳細に説明
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する。しかしながら、本発明は多くの異なる形態で具体化することができ、本明細書に記
載の態様に限定されるものと解釈されるべきではなく、むしろ、これらの態様は、本開示
内容が詳細かつ完全となり、本発明の概念が当業者に完全に伝わるように提供される。
【００３６】
実施例１：肉類似物のためのキノコ菌糸体の液体培養による量産
（１）菌株分離及び接種源準備
本発明の菌株は、マッシュルームの組織培養を通じて獲得して、ポテトデキストロース
寒天培地（ＰＤＡ）を利用して２５℃の温度で３週間培養した後、４℃でマッシュルーム
菌株を保存した。
【００３７】
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接種源の準備は、固体培養の場合、冷蔵保管したＰＤＡ平板培地の中央部で菌糸体の一
部を分離して接種した後、２５℃の恒温器で培養して使用した。液体培養の場合には、５
００mlのフラスコにポテトデキストロースブロス（ＰＤＢ）２０ｇ／ｌ、酵母抽出物１０
ｇ／ｌ、麦芽抽出物５ｇ／ｌ、ソイトーン５ｇ／ｌで構成されたＰＤＢＹＭＳ培地１００
mlを１２１℃で１５分間高圧滅菌させて準備した後、菌糸体の一部を前記ＰＤＢＹＭＳ培
地接種して２５℃の温度で２００ｒｐｍで撹拌させて培養した。
【００３８】
（２）種菌のためのキノコ菌糸体の前培養
種菌前培養のための最適の条件を調べるために、表１のような条件で培地を調製して５
００mlの三角フラスコに各培地１００mlずつ入れて１２１℃で１５分間高圧滅菌した後、
無菌状態で均質化された接種源を１％（ｖ／ｖ）接種して、２５℃の恒温器で２００ｒｐ
ｍで４日間振盪培養しながら菌糸の生長を測定した。
【００３９】
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【表１】

10

20

30

【００４０】
菌糸体の生長は、菌糸体が含有されている三角フラスコをガーゼで濾過した後、超遠心
分離機で１５００ｒｐｍで１０分間濾過分離した後に６０℃の乾燥オーブンで２４時間乾
燥させて重量を測定した。

40

【００４１】
前記表１から分かるように、ＰＤＢ ２４ｇ／ｌ、酵母抽出物１０ｇ／ｌ、麦芽抽出物
２〜５ｇ／ｌ、ソイトーン２〜５ｇ／ｌである時に、菌糸生長が最も良好であった。した
がって、種菌前培養のための基本培地としてＰＤＢ ２４ｇ／ｌ、酵母抽出物１０ｇ／ｌ
、麦芽抽出物５ｇ／ｌ、ソイトーン５ｇ／ｌで構成されたＰＤＢＹＭＳ培地を使用した。
【００４２】
（３）本培養
生物反応装置は、ＢＩＯＦＬＯ ＩＩｃ Ｂａｔｃｈ／Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｆｅｒｍ
ｅｎｔｏｒ（Ｎｅｗ Ｂｒｕｎｓｄｗｉｃｋ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ.）を利用した。
【００４３】

50

(8)

JP 4628482 B2 2011.2.9

菌糸体の生育のための最適の培養温度を調べるために、５００mlの三角フラスコに前記
基本培地を１００ml入れて１２１℃で１５分間高圧滅菌した後、無菌状態で均質化された
接種源１％（ｖ／ｖ）を接種して、２５℃、２８℃、３０℃の温度に設定された恒温器で
２００ｒｐｍの条件で４日間振盪培養しつつ菌糸生長を調べた。その結果、２８℃及び３
０℃で菌糸体の生長が良好であり、特に、２８℃で最大量を表した。
【００４４】
菌糸体の生育のための最適の初期ｐＨを調べるために、５００mlの三角フラスコに前記
基本培地を１００ml入れて燐酸と５０％の水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）とで初期ｐＨを
４.０〜９.０に０.５単位で調節して、前記培地を１２１℃で１５分間高圧滅菌した後、
無菌状態で均質化された接種源１％（ｖ／ｖ）を接種して２５℃で２００ｒｐｍの条件で

10

４日間振盪培養しつつ菌糸体の生長を調べた。その結果、ｐＨ６.０で菌糸体の生長が最
も良好であると分かった。
【００４５】
培養期間による影響を調べるために、５００mlの三角フラスコに前記基本培地を１００
ml注入して初期ｐＨを６.０〜６.５に調節した後、１２１℃で１５分間高圧滅菌した後、
無菌状態で均質化された接種源１％（ｖ／ｖ）を接種して２５℃で２００ｒｐｍの条件で
１０日間振盪培養して菌糸体の生長を調べた。その結果、菌糸体の生長は、培養２日目ま
では緩やかな増加を示し、培養３日以後から早く生育する対数期の典型的な形態を表した
。最大菌糸体量は、培養９日目に２.４３ｇ／１００mlであると分かり、それ以後には、
菌糸体の生長が減少する傾向を表した。
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【００４６】
本培養のための最適の培地選定のために、前記基本培地を変形して菌糸体の生育を調べ
た。すなわち、炭素源としてＰＤＢ、葡萄糖、サトウキビ抽出物（Ｓｕｇａｒ Ｃａｎｅ
Ｅｘｔｒａｃｔ：ＣＪ）各２０ｇ／ｌに、酵母抽出物１０ｇ／ｌ、麦芽抽出物５ｇ／ｌ、
ソイトーン５ｇ／ｌを混合して、培地のｐＨを６.０〜６.５に調節した後、５００mlの三
角フラスコに前記培地を１００ml注入して１２１℃で１５分間高圧滅菌して実験培地を準
備した。ここに、無菌状態で均質化された接種源１％（ｖ／ｖ）を接種して、２５℃で２
００ｒｐｍの条件で４日間振盪培養して菌糸の生長を調べた。その結果、炭素源としてサ
トウキビ抽出物を利用する時に、最も菌糸体の生長が効率的であると分かった。
【００４７】
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次いで、最適の炭素源の濃度を選定するために、サトウキビ抽出物を１ｇ／ｌ、５ｇ／
ｌ、１０ｇ／ｌ、１５ｇ／ｌ、２０ｇ／ｌとし、各実験群に酵母抽出物１０ｇ／ｌ、麦芽
抽出物５ｇ／ｌ、ソイトーン５ｇ／ｌを混合して、培地のｐＨを６.０〜６.５に調節した
後、５００mlの三角フラスコに前記培地を１００ml注入して１２１℃で１５分間高圧滅菌
して培地を準備して、炭素源選抜実験と同一に菌糸体の生長を調べた。その結果、サトウ
キビ抽出物の濃度が１０〜２０ｇ／ｌである時に菌糸体の生長が良好であると分かった。
【００４８】
菌糸体の生育のための最適の窒素源及び濃度を調べるために、ＰＤＢＹＭＳ培地に最適
の炭素源であるサトウキビ抽出物を２０ｇ／ｌの濃度に添加した後、窒素源として硝酸ナ
トリウム、窒酸アンモニウム、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、ソイトーンを各１
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０ｇ／ｌずつ添加してｐＨを６.０〜６.５に調節した後、５００mlの三角フラスコに前記
培地を１００ml注入して１２１℃で１５分間高圧滅菌して培地を準備して、炭素源の選抜
実験と同一に菌糸体の生長を調べた。その結果、窒素源としてソイトーンを使用するとき
、最も菌糸体の生長が優秀であると分かり、硝酸ナトリウムがその次であった。経済的な
面まで考慮する場合、硝酸ナトリウムが窒素源として最も望ましい。
【００４９】
次いで、最適の窒素源の濃度を選定するために、硝酸ナトリウムの濃度を１ｇ／ｌ、３
ｇ／ｌ、５ｇ／ｌ、７ｇ／ｌ、１０ｇ／ｌに異ならして、前記窒素源の選抜実験と同一に
菌糸の生長を調べた。その結果、硝酸ナトリウムの濃度が１０ｇ／ｌである時に菌糸体の
生長が最も良好であると分かった。ここに、酵母抽出物を５ｇ／ｌの濃度に混合した時に
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菌糸体の生長が最大であった。したがって、サトウキビ抽出物２０ｇ／ｌ、硝酸ナトリウ
ム１０ｇ／ｌ、酵母抽出物５ｇ／ｌを混合した培地を最適の本培養培地と決定した。
【００５０】
前記本培養培地２ｌに無菌状態に均質化された接種源１％（ｖ／ｖ）を接種して空気注
入量０.２５ｖ／ｖ／ｍの条件で生物反応装置のインペラー回転数をそれぞれ２００ｒｐ
ｍ、２５０ｒｐｍ、３００ｒｐｍに設定して４日間培養した後に生体重量を測定した後、
７日間凍結乾燥して乾体重量を測定した。その結果、インペラー回転数が２００ｒｐｍで
ある場合、最大菌糸体量が得られた。
【００５１】
実施例２：肉類似物の製造
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通常の植物性タンパク質の製造方法（韓国食品開発研究院、高等菌類を利用した新機能
食品素材の開発及び応用研究、最終研究報告書、農林部、２００２年１１月１８日）によ
って実施し、前記実施例１で製造した本発明のキノコ菌糸体４０％にコーンハル３０％、
卵白３０％の割合で混合して、水分含有量を４０％にして、１００〜１７０℃の温度条件
下で１００〜１０００ｐｓｉの圧力で押し出し成形した。押し出し成形によるタンパク質
生成のために、クーリングダイを使用した。
【００５２】
実施例３：肉類似物からの代用肉の調製
通常の代用肉の製造方法を用いて代用肉を製造した。前記実施例２で製造した本発明の
肉類似物５０重量％を添加し、少量の調味料、香辛料、色素を添加して代用肉を製造した
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。
【００５３】
実施例４：肉類似物からの肉香味料の調製
前記実施例２で製造した本発明の肉類似物を粉末化し、内臓を除去した鰯、洗浄して切
断した昆布及びワカメを準備して、水１００重量％に対して鰯２０重量％、昆布２０重量
％、ワカメ２０重量％を入れて１００℃で加熱して、水の量が１／２になるまで抽出して
ブロスを得た。前記ブロスにカタクチイワシ、昆布、ワカメを１２時間浸漬した後、これ
を乾燥して粉末化した。前記粉末化された肉類似物６５重量％、カタクチイワシ粉末１０
重量％、昆布粉末１０重量％、ワカメ粉末５重量％を混合して、肉香味料を製造した。
【００５４】

30

産業上の利用可能性
本発明による肉類似物の製造方法によれば、所定の培地及び条件下でキノコ菌糸体を液
体培養して３〜６日の短期間に大量に菌糸体を生産して肉類似物を製造することによって
、時間、コスト、労力面で経済的であり、かつ従来の大豆タンパク質やカビタンパク質に
比べて優れた食感及び香味を有する肉類似物及び代用肉が得られる。そして、本発明によ
る代用肉は、添加された香料、色素が調理過程で抽出されないなど安定した特性がある。
また、前記肉類似物を利用した肉香味料を使用することによって、従来の植物性タンパク
質（ＨＶＰ）及び化学調味料（グルタミン酸ナトリウム）の使用量を３０〜４０％減らす
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明による肉類似物、代用肉、および肉香味料、および肉香味増強物製造の概
略的な模式図である。
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