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１ はじめに

はじめに

本校畜産部門では、「生産物をそのまま売るのではなく、加工して付加価値
をつけて売ろう」という、いわゆる「６次産業化」が唱えられたときにいち早く取り
組み、過去の先輩がたが、「学校の牛乳とタマゴを使って何かを作れないか」と
試してきました。
そして、平成２５年には学校牛乳とタマゴを使った農高プリンが焼き菓子とし

「６次産業化」

生産物をそのまま売る（１次産業）
×
加工して付加価値をつける（２次産業）
×
自分たちで売る（３次産業）

学校の牛乳と卵を使った加工品

て米沢保健所の許可を得、平成２９年には乳製品加工室を改装して営業許可
を得て、置農チーズを商品化しました。さらに、販売化まではいかなかったものの、アイスクリームやバター、キャラメ
ルは作るところまでは行きました。

平成２５年に「農高プリン」が完成

平成２９年に「置農チーズ」が商品化

アイスクリーム

キャラメル

バター

プリン３０個を作るのに、牛乳２リットル、タマゴ１０個を使います。捨てる部分
廃棄なし

プリン

はありません。
アイスクリーム

卵白
廃棄

チーズ

バター

ホエイ
廃棄

脂肪以外
ホエイとは （乳清ともいう）
廃棄
牛乳のうち、脂肪やタンパク質を除いた水溶液
チーズの生産過程で大量に廃棄される

アイスクリーム５０個を作るのに、牛乳６リットル、卵黄１０個を使います。卵白
は捨ててしまいます。
チーズ２０個を作るのに、牛乳２０リットルを使いますが、途中の工程でホエ
イ約１８リットルは捨ててしまいます。
ホエイとは、乳清ともいい、牛乳のうち、脂肪やたんぱく質を除いた部分を
いいます。チーズを作るうえで、必ず余ってきます。

捨てる部分なく
利用できないのか

バターは牛乳のクリーム分だけ使いますので、最初から脂肪以外は使いま
せん。
私たちは、４種類の加工実習をする中で、「せっかく搾った牛乳を、捨てる
部分なく利用できないのか」と思い実験に取り組みました。

２ 到達目標
到達目標は、チーズの工程で捨てられるホエイを使って乳製品を作るこ
とです。

到達目標

チーズの工程で捨てられる
「ホエイ」で乳製品を作る

最初に、牛乳の成分について調べました。
牛乳の成分
脂肪

牛乳には、脂肪が４％、たんぱく質が３％、炭水化物が５％、水分が８７％、

４％

タンパク質 ３％
炭水化物 ５％
水分

その他、ビタミンやミネラルが含まれます。人間やウシの子供は、最初は乳だ
けで育ちます。だから、牛乳は、「健康を維持するに必要な栄養をすべて含ん

８７％

だ食品」、いわゆる「完全栄養食品」に近いと言われています。
次に、乳製品がなぜ固まるのかを調べてみました。

ビタミン、ミネラル

牛乳は栄養豊富で、完全栄養食品に近い

プリンは、工程で加温をして、「たんぱく質は高温で固まる」という性質を利
用しています。
プリン

加温

たんぱく質
が固まる

冷却

水分が
固まる

酵素

たんぱく質
が固まる

攪拌

脂肪球が
固まる

アイスクリーム

アイスクリームは、工程で冷却をして、「水分は氷点下で凍る」という性質を
利用しています。
チーズは、工程で酵素を入れ、「たんぱく質を固める酵素」を利用していま

チーズ

す。

バター

バターは、工程で攪拌をして、「脂肪球はぶつかると大きな固まりになる」と
いう性質を利用しています。
ということは、チーズで捨てられるホエイには、脂肪、炭水化物、ビタミン、ミ

チーズ … タンパク質
捨てられる
ホエイ … 脂肪、炭水化物、
ビタミン、ミネラル

ホエイ３段活用
①

②

ネラルが含まれるということになります。
そこで、私たちは次のように考えました。
１ まず、牛乳から脂肪分を分離し、バターを作る。

③

２ 残った低脂肪乳からチーズを作る。
脂肪で
バター

低脂肪乳で
チーズ

ホエイで
ヨーグルト

３ さらに残ったホエイからヨーグルトを作る。
ホエイを捨てずに、一つの牛乳から３つの加工品を作る、「ホエイの３段活
用」です。ヨーグルトを思いついたのは、乳製品の中でも固まりがゆるい加工
品だからです。

３ 実施概要

実施概要

原料となる牛乳は学校の牛乳。絞ってそのままですので、脂肪の均一化
はされていない、ノンホモ牛乳です。これを６５℃３０分間で殺菌します。

原材料
殺 菌

学校牛乳（ノンホモ牛乳）
６５℃３０分間（低温殺菌）
クリームセパレータ

そのあと、クリームセパレータでクリームと低脂肪乳に分けます。
クリームでバターを作ったあと、低脂肪乳の状態からチーズを作ります。
チーズを取り出したホエイの状態と、比較のため低脂肪乳のままの２種類
でヨーグルトを作ります。種菌は市販の「明治ブルガリアヨーグルトプレー

クリーム
バター

低脂肪乳
チーズ
種菌：明治ブル
ガリアヨーグルト

チーズが
ヨーグルト 作れるか
が作れるか

ホエイ
種菌：明治ブル
ガリアヨーグルト

ヨーグルト
が作れるか

ン」を使いました。
この種菌の選定は、日本微生物生態学会平成２８年高校生ポスター発表の
研究報告を参考にしました。
加温はインキュベーターで３０℃２４時間、その後冷蔵庫で冷却しました。
電気製品のヨーグルトメーカーが市販されていることから、インキュベーター
と合わせてヨーグルトメーカーも使いました。

日本微生物生態学会ホームページ

４ 実施結果
牛乳をクリームと低脂肪乳に分けました。
このうち、クリームからバターを作りました。クリームをペットボトルに入れ、激しく5分間振ります。脂肪球が固まるの
を確認できたら、ガーゼで水を切って練ります。この方法は、これまでも実験済みでした。結果、バターは通常どおり
出来ました。
続いて、分離した低脂肪乳からチーズを作りました。酵素を入れたあと、静置して固まるのを確認、熱湯内で練っ
て伸ばして、握りこぶし大にちぎってまるめます。結果、チーズも出来ましたが、完成量がやや少なくなりました。これ
は、本来チーズに少し含まれる脂肪分がバターにとられたものと考えました。
出来上がったバターとチーズを、ピザトーストとクラッカーで試食したところ、どちらもおいしく出来ていました。一つ
の牛乳から、バターとチーズの両方を作り出すことが出来ました。
バター作り実験

チーズ作り実験

クリームをペットボトルに入れて振る

バター、チーズ試食

酵素を入れて静置

味は大丈夫でした

熱湯内で延伸

牛乳をクリームと低脂肪乳に分離
ピザトーストとクラッカーで試食

脂肪球が固まる

水分をきって練るとバターになる

握りこぶし大に成型

一つの牛乳からバターとチーズを
作ることができる

完 成

続いて、ヨーグルトの実施結果です。
低脂肪乳５リットルに対し、チーズ用の乳酸菌ラクトコッカスを４グラム、湯冷ましに溶かしてから添加しました。ゆっ
くり、よく攪拌して、ふたをします。ふ卵器が温度設定が簡単なので、ふ卵器で加温してみました。
結果、よく固まらず、表面に黒いカビ

ヨーグルト実験

ヨーグルト結果

と思われる部分が見られました。固まら
なかったのは種菌がヨーグルト用の種

低脂肪乳を作り
黒いカビ状の部分

菌ではなかったこと、カビが見えたのは
容器の熱湯消毒が十分でなかったこと

固まっていない

と思われます。
チーズ用乳酸菌を添加

ゆっくり攪拌

ふ卵器で加温

・ヨーグルト用の種菌が必要
・容器の熱湯消毒を十分に

低脂肪乳による実験の２回目です。前回の反省から、容器を１０分間、熱湯消毒しました。
低脂肪乳８００ミリリットルに対し、種菌としてブルガリアヨーグルト１００グラムを添加しました。ヨーグルトメーカーの
温度が不明だったため、恒温器とヨーグルトメーカーの２種類で加温しました。
結果、どちらもややゆるめながらも、ヨ

ヨーグルト実験２

ヨーグルト結果２

ーグルトができました。低脂肪乳であっ
低脂肪乳でもヨーグルト
ができる

てもヨーグルトを作ることができるとわか
容器を熱湯消毒

低脂肪乳を計量

りました。

ややゆるいながらもヨーグルトが完成

ただ、試食してみたところ、酸っぱく、
砂糖をいれないと食べられませんでし
ブルガリアヨーグルトを添加

た。

インキュベーターとヨーグルトメーカーで加温

味はかなり酸っぱい

いよいよ、ホエイによるヨーグルト実験です。
ホエイ８００ミリリットルに対し、種菌としてブルガリアヨーグルト１００グラムを添加しました。インキュベーターとヨーグ
ルトメーカーの２種類で加温しました。砂糖なしでは酸っぱい、固まりがゆるいという反省から、ホエイ２００ミリリットル
に対し、種菌２５グラムをいれたあと、砂糖を１０グラム添加したものと２０グラム添加したものも実験しました。
結果、上澄みは白く膜がはったものの、中は固まらずホエイのままでした。ホエイではヨーグルトは作れないという
ことです。ただ、匂いは酸っぱいヨーグルトのものでしたので、乳酸発酵はしたものと思います。
試食してみたところ、「飲むヨーグルト」よりもさらにゆるく、まるで「乳酸菌飲料」という感じです。砂糖入りのものを
飲んでみたところ…ん？この味、どこかで飲んだような？あ、あれ、「ピルクル」です。まさに「乳酸菌飲料」の味です。
これは何か使えそうです。
ヨーグルト実験３

ホエイを計量

ヨーグルト結果３

ブルガリアヨーグルトを添加
上ずみは白くなっているが
固まっていない

ヨーグルト結果３

匂いはヨーグルトのようで
乳酸発酵している

味
が
似
て
い
る
！

ホエイではヨーグルトができない

ホエイに砂糖を入れたものも用意

写真：日清ヨーク株式会社ホームページ

５ まとめと考察
まとめと考察
• 一つの牛乳からバターとチーズを
加工することができた
• 低脂肪乳からヨーグルトは可能だが、
ホエイからヨーグルトは不可能
ヨーグルトとは乳酸菌がタンパク質を固めたもの
タンパク質の少ないホエイは固まらない

牛乳をあらかじめクリームと低脂肪乳に分けて、バターとチーズを作ることは
可能とわかりました。
低脂肪乳からヨーグルトを作ることは可能なものの、ホエイからヨーグルトは
出来ないとわかりました。これは、ヨーグルトとは乳酸菌の酸の力がたんぱく質
を固めたものなので、チーズにたんぱく質をとられたホエイでは固まらないとい
うことです。
６

今後の課題
• 乳酸発酵の度合いを酸度計で計測
する
• ホエイと乳酸菌を使って別の加工品
を考える
？ゼラチンで固めて「杏仁豆腐」
？砂糖を加えて「清涼飲料水」

今後の課題

乳酸発酵が進んでいるのか見るため、デジタル酸度計で計測する必要があ
ります。
ホエイに乳酸菌を加えると乳酸発酵が進むようですので、ヨーグルトとは別
の加工品が作れないかの実験です。たとえば、ホエイに乳酸菌とゼラチンを加
えて、「杏仁豆腐」のような食感のもの。または、ホエイに乳酸菌と砂糖を加え
た清涼飲料水のようなもの。

せっかくの牛乳を余す
ことなく利用したい

せっかく栄養に富んだ牛乳を、余すことなく利用できる加工方法を、新しく
出来る畜舎の乳製品加工室で開発することを後輩に託して、私たちの研究を
終わります。

