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昭和 16～30年間,チーズ製造試験 

鴇田文三郎, 10, A-24 (1961) 
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1962年度におけるチーズ研究の進歩(II) 中澤勇二, 12, A-161 (1963) 

日本の牛乳の無機質（II） 今村経明, 12, A-181 (1963) 
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チーズの脂肪酸に関する研究の最近の動向 細野明義, 14, A-65 (1965) 
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食肉の処理加工における風味成分の生成 須山享三, 16, A-99 (1967) 
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わが国の市乳について 中西武雄, 17, A-1 (1968) 

わが国における酪農乳酸菌の研究に関する最近の動向 中江利孝, 17, A-5 (1968) 

わが国における加工卵の現況 野並慶宣, 17, A-21 (1968) 

プラスチックパイプによる原料牛乳の長距離輸送 足立 達, 17 , A-37 (1968) 

乳のシアル酸 奥山 隆, 17, A-55 (1968) 

わが国と外国の酪農乳業教育について 中西武雄, 17, A-111 (1968) 

発酵乳製品製造における乳酸菌のタンパク質分解について（その１) 大宮邦雄, 17, A-118 (1968) 

発酵乳製品製造における乳酸菌のタンパク質分解について（その 2） 大宮邦雄, 18, A-1 (1969) 

牛乳中のクエン酸含量とそれに影響する諸因子 穴釜雄三, 18, A157 (1969) 

リンブルガーチーズに関する最近の研究特にその揮発性風味成分の

生成と微生物学的課題について（その１） 

細野明義・鴇田文三郎, 19, A-

23 (1970) 

リンブルガーチーズに関する最近の研究特にその揮発性風味成分の

生成と微生物学的課題について（その２） 

細野明義・ 鴇田文三郎, 19, 

A-65 (1970) 

食肉の加熱香気とその前駆物質について 渡邊乾二・佐藤 泰, 21, A-

131 (1972) 

チェダーヂーズにおける果実臭生成に関する最近の研究 細野明義, 22, A-1 (1973) 

乳質をめぐる話題 有馬俊六郎, 22, A-51 (1973) 

乳酸菌の凍結および凍結乾燥 森地敏樹, 22, A-125 (1973) 

牛乳脂質の脂肪酸組成に及ぼす牧草の影響 齋藤孝夫, 23, A-66 (1974) 

牛乳タンパク質の抗原性に関する最近の研究 高橋富士雄・ 鴇田文三郎, 24, 

A-1 (1975) 

クバルク(Quark)について 渡邊乾二, 24, A-87 (1975) 

乳発酵性酵母とアルコール発酵について 荒井威吉, 24, A-161 (1975) 

乳糖定量法の最近の進歩 足立 達, 25, A-35 (1976) 

わが国における乳質改善の経過と今後の改善方向について 中西武雄, 25, A-43 (1976) 

アメリカ西部の畜産事情 齋藤孝夫, 25, A-103 (1976) 

モンゴルの放牧と乳利用について 中江利孝, 25, A-65 (1976) 

乳・肉・卵生産における蛋白質およびエネルギー転換効率 松本達郎, 25, A-133 (1976) 

各種哺乳動物の乳汁組成（その 1） 片岡 啓・中江利孝, 26, A-1 

(1977) 

九州における酪農および肉加工の先覚者 小島正秋, 26, A-67 (1977) 

各種哺乳動物の乳汁組成（その 2） 片岡 啓・中江利孝, 26, A-

109 (1977) 

わが国における食生活について 中西武雄, 26, A-119 (1977) 



アルコール発酵乳の製造法について 越智猛夫, 27, A-17 (1978) 

食糧と安全保障 中西武雄, 27, A-39 (1978) 

乳酸菌の生産する抗菌性物質と人体への寄与 細野明義・鴇田文三郎, 27, A-
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酪農用乳酸菌の代謝をめぐる諸問題 梅本弥一郎, 28, A-61 (1979) 

食肉処理技術に関する最近の研究 小堤恭平, 28, A105 (1979) 

泌乳の生理・生化学最近の動向 佐々木正雄・有馬俊六郎, 29, 

A-41 (1980) 

こうじ菌(Aspergillus oryzae chosen B)プロテアーゼのチーズ熟

成への応用 

伊藤 良, 29, A-59 (1980) 

最近のチーズ製造概説 N.F.ｵｰﾙｿﾝ, 29, A-111 (1980) 

ホエー蛋白質の加熱変化を中心とした牛乳の熱安定性に関する研究

動向 

和田安郎, 31, A79 (1982) 

ロングライフミルクの衛生的諸問題 中西武雄, 31, A-141 (1982) 

牛乳の各種加熱処理による変化と貯蔵性 中西武雄, 32, A-75 (1983) 

カゼインの動物間特異性 東 徳洋・山内邦男： 32, A-

111 (1983) 

牛β-カゼインの特性 仁木良哉, 32, A-123 (1983) 

食品開発におけるカゼイン利用の研究 小出 薫, 32, A-165 (1983) 

カゼイン成分間の相互作用 堂迫俊一・阿彦健吉, 32, A-

177 (1983) 

臓器利用とバイオテクノロジー 畜産利用学と医薬品開発 1 奥山 隆, 32, A-105 (1983) 

医用高分子としてのムコ多糖 畜産利用学と医薬品開発 2 奥山 隆, 33, A- 1 (1984) 

カゼイン分解物の特殊食品への利用 高瀬光徳・福渡康夫・川瀬興三, 

33, A-5 (1984) 

牛乳・乳製品を楽しんで食べよう 中西武雄, 33, A-27 (1984) 

日本型食生活と食糧安全保障 中西武雄, 33, A-67 (1984) 

食品加工とバニラフレーバーの利用特性 中澤勇二, 33, A-105 (1984) 

バターの Consistency （粘稠性）に関する研究 早川理代・早川 茂・中村 良, 

35, A-81 (1986) 

インドの伝統的チーズ「バニール」および日本の大豆食品「豆腐」

について 

Bhupendra Mathur・橋詰和宗・

六角聡子・中澤勇二・渡邊篤二, 

35, A-137 (1986) 

北海道における原料乳質の変遷 笹野 貢, 35, A-189 (1986) 

肉および肉製品の無機成分の分布, 含量ならびに変動 玉手六朗, 36, A-1 (1987) 

牛の消化と代謝の特徴 津田恒之, 36, A-183 (1987) 

内蒙古自治区の酪農事情 越智猛夫, 38, A-1 (1989) 



乳質におよぼす低温細菌の影響 三河勝彦, 38, A-37 (1989) 

私の研究と視察旅行の覚え書 中西武雄, 38, A-191 (1989) 

カマンベールチーズのふる里を訪ねてマミロール フランス国立酪

農学校, ノルマンディカマンベール村チーズ農家見学記 

川合恒彦, 39, A-1 (1990) 

日本の酪農・乳業の現状とその将来および展望 中西武雄, 39, A-69 (1990) 

牛乳レンネットカードの物性に関する研究 大橋登美男, 41, A-1 (1992) 

東南アジア地域の伝統的発酵食品における乳酸菌の分布とその生化

学的性質 

大平猪一朗, 41, A-87 (1992) 

わが国における原料乳の品質改善の経過と各種殺菌あるいは滅菌処

理された牛乳の保存性と風味 

中西武雄, 41, A-155 (1992) 

乳酸菌の変異原物質に対する抑制作用 細野明義, 42, A-33 (1993) 

インドの伝統的食品である“イリウリ”の微生物学的特長 N. Thyagaraja and A. Hosono, 

43, A-1 (1944) 

乳酸菌アシドフィルスの特徴 伊藤敞敏, 43, A-7 (1994) 

酥・醍醐の再現と古代の乳利用に関する研究 有賀秀子, 43, A-17 (1994) 

ルーメン菌セルラーゼの遺伝子解析 苅田修一・大宮邦雄, 43, A-51 

(1994) 

カルシウム摂取における乳, カゼインミセルの役割とカゼインホス

ホペプチドについて 

小野伴忠, 43, 73 (1994) 

牛乳蛋白質由来の生理活性ペプチドとその経口摂取における諸問題 清水 誠, 43, A-73 (1994) 

カゼインミセル中のミセル性リン酸カルシウム架橋 青木孝良, 44, A-1 (1995) 

牛乳中の機能蛋白質 桐原 修・大石一二三, 44, A-

9 (1995) 

乳汁および鳥卵蛋白質による生体防御担当細胞の機能の調節：in 

vitroでの成果 

大谷 元, 44, A-5 (1995) 

牛肉熟成香とその生成機構 沖谷明紘, 44, A-53 (1995) 

乳酸菌の生産するバクテリオシンについて 加藤丈雄, 44, A-79 (1995) 

インドネシアの伝統的発酵食品 ｲﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ・ｽﾛﾉ・細野明義, 44, 

A-91 (1995) 

乳製品の動的粘弾性 原田秀利, 44, A-123 (1995) 

牛乳蛋白質加水分解物の特性と利用 赤染陽子・越智 智・ 田村吉

隆, 44, A-129 (1995) 

食肉の軟らかさと筋肉蛋白質結合組織の関連について 西邑隆徳・高橋興威, 44, A-

165 (1995) 

乳酸菌の上皮細胞への付着プロバイオチィクスとしての利用および

病原性との関連 

戸羽隆宏・向井孝夫, 44, A-

177 (1995) 

β-カゼインの温度依存会合性 仁木良哉, 45, A-1 (1996) 

牛乳カルシウムの生体利用性および骨代謝に及ぼす影響 中島一郎, 45, A-9 (1996) 



発酵乳由来乳酸菌の抗変異原物質吸着 田中 勉, 45, A-22 (1996) 

食品蛋白質からの生理活性ぺプチドの産生とプロテアーゼ選択 吉川正明, 45, A-51 (1996) 

ラクトフェリンの生理機能 川瀬興三・寺口 進, 45, A-75 

(1996) 

プロピオン酸菌が産生するビフィズス菌の増殖促進物質について 金子 勉・野田勝彦, 45, A-83 

(1996) 

乳酸菌の特性と利用：最近の研究動向 森地敏樹, 46, 1 (1997) 

乳酸桿菌の S-layerタンパク質の構造と機能 戸羽隆宏, 46, 21 (1997) 

乳酸菌のラクトース資化酵素系とその遺伝子 鈴木雅勝・伊藤敞敏, 46, 29 

(1997) 

バターに関する最近の技術動向 渡辺孝宏・村上元威, 東雅幸： 
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ミルクサイエンス分野における学際研究としての糖質工学ー新たな
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改質乳清タンパク質の特性とその利用 北畠直文・枡川洋一 , 50, 
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