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米の特性が製粉性に与える影響および、米粉性状と製パン性の関係

本間紀之＊，高橋誠，吉井洋一

新潟県農業総合研究所食品研究センター

The Influence of Rice Properties on Flour Milling and the Relationship 

between Rice Flour Quality and Bread Production 

Noriyuki Homma*, Makoto T北ahashiand Y ouichi Y oshii 

Food Research C巴nter,Niigata Agricultural Research Institute, 2-25 Shinei-cho, Karno-shi, Niigata 959-1381 

In rice flour manufacturing research, the relationship between the type of rice used and the milling quality is 
poorly understood. Regarding the fine rice flours used in rice bread, although the importance of bo出 particlesize 
and the degree of starch damage occurring during milling is recognized, other factors remain unexplained. 
Therefore, the milling characteristics of various types of polished rice and the features of sieved rice flour in relation 
to rice bread quality were examined. Labo-mill pulverization of 42 polished rice samples of 24 di任巴renttypes of rice 
was carried out until 60 % of each sample passed through a 200-mesh sieve. The results indicated that pulverization 
time decreases with increasing amylose content of the polished rice. Chalky and floury rice mutants pulverized 
quickly regardless of amylose content. A high correlation (0.81.ρ＜ 0.01) was observed between starch damage and 
the time required for pulverization. Furthermore, pulverization of rice samples of varying grain quality indicated 
that more immature grains required shorter milling time. In the case of pin-milling of polished rice immersed in 
water, the average particle diameter and degree of starch damage of the rice flour decreased and baking quality 
improved with increasing immersion time. The specific volume of the ric巴flourbread increased as the particle size 
decreased with further sifting of the rice flour, and the low degree of starch damage of the rice flour made the bigger 
specific volume in comparison with the s紅neparticle size. These results indicate that the properties of the rice and 
p紅むnetersof flour milling are important in rice flour bread manufacturing. Fine particle size and a low degree of 
starch damage are particularly important factors. Consideration of these factors is thus also necessary in the 
manufacturing of other products made from rice flour. (Received Jan. 13, 2016; Accepted Aug. 9, 2016) 
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穀物の多くを輸入している日本において小麦粉価格の変

動への対応や自給率向上の観点から各種の小麦粉食品に米

粉を利用するための研究が広く行われておりトそ特に米粉

製造技術およびパン類への利用技術について多くの知見が

得られている．

米粉製造において製粉機械，製粉工程がその性状・特性，

更には加工品にどの様な影響を及ぼすかについては古来よ

り米粉を利用してきた和菓子類の分野で多くの研究が進め

られてきた叫すその場合製粉方法の選択が米粉性状に大

きな影響を及ぼすため，それらを中心にこれまで研究が行

われており，品種や栽培履歴など精白米自体の特徴と米粉

性状との関係について比較した知見は少なかった．

近年の新規微細米粉開発による小麦粉食品への利用検討

においても，例えば原料米による米粉性状の差が少ないと

〒959-1381新潟県加茂市新栄町225 
＊連絡先（Corresponding加 thor),nhonma＠唱ri.pref.niigata.jp

される湿式方式の製粉でも品種・栽培条件により粒径・澱

粉損傷度が異なること叫粉質系統の品種は他の品種より

も比較的米粉が微細で澱粉損傷度が低いこと日）～ゅなどが

報告され，製粉方法の選択の他に原料自体の性状，粉にな

り易さが粒径や澱粉損傷度などの米粉性状に影響を及ぼし

ている可能性が示唆される中 精白米の製粉性およびその

要因に関する知見が少ない現状となっている．

一方，米粉のパン類への利用技術は新規微細米粉の開発

により小麦粉パンへの高置換型凶～16)iJ、ら，米粉を主体とし

た「米粉パン」に関する検討へと変遷している．近年では

品種適性についての検討も多く m～19~ 中程度のアミロース

含量を持つ品種が米粉パン製造適性に優れる叫糊化温度

が高くなくアミロース含量が中程度の多収穫米や却）21~ 製粉

時に澱粉損傷が少なく粒径も微細となる乳白様変異米川の
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使用がパンの膨化性に有効などの報告が行われている．

これら一連の米粉製造や，米粉パンに対する各試験研究

において，澱粉損傷を抑えつつ粒子径を細かくした米粉の

有効性22)23）が認知され，規格に関するガイドラインの提

唱剖～田）や製粉性状に関する研究が更に詳細に進められて

いる幻）～やその一方で米粉は異なる粒子径や澱粉損傷度の

集合体であるなか，製粉機械の差や粒度のみで米粉とパン

性状を比較検討した報告もあるため，米粉パン製造に有効

な米粉性状について意見が分かれる場合も認められるや

以上より，米の製粉から米粉パン製造に関わる一連の知

見に関し検討が必要な項目，米粉性状に関わる各種精白米

の製粉性とその要因の検討，米粉の粒径・澱粉損傷度が製

パン性に及ぼす影響について系統立てた検討，の 2点につ

いて試験を実施した

実験方法

1. 試験試料および性状

米品種毎の製粉性判定には， 2005～2008年に栽培され

た一般品種および各種新形質米（低・高アミロース米，低

グルテリン米，匪乳粉質米の各品種系統）を供試した他，

一部試験には市販米の 2008年新潟県五泉市産コシヒカリ

を使用した関東227号，関東229号，ホシニシキ，タカ

ナリについてはそれぞれ施肥履歴の異なる試料も加え，合

計24品種・系統43点を試料とした（表 1）.なお， 2007～

2008 年産試料米の成分，性状は既出の通りである 10~ 試料

米は全て 10℃， RH60%で保存を行い，使用前日に室温へ

戻し市販精白米以外は歩留まり 90%を目安に携精を行っ

た掲精方法は摩擦式（試験精米機VP-32T,（株）山本製作

所）としたが，北陸 166号，中国酒 185号，北海303号，収

7782等の脹乳粉質系統については距乳部分の割れ，破砕が

生じ掲精歩合の調整が困難で、あるため，研削式（GRAIN

TESTING MILL, （株）サタケ）で行った揖精後の試料米

は再度 10℃， RH60%で保存を行い，製粉試験前日に室温

へ戻した

湿式ピンミル製粉試験においては 2009年新潟県長岡市

産コシヒカリを使用した米粉性状の比較用として酵素処

理製粉詑）お）により製造された微細米粉（パウダーライス

CK，新潟製粉（株））を使用した

精白米の整粒歩合は品質判定機（RS-2000，静岡精機（株））

により行った 米粒断面の観察は走査型電子顕微鏡（S-415,

（株）日立製作所）により加速電圧 15kVで、行った

2. 精白米の製粉

(1）品種毎の製粉性

一定の粒径に達するまでの製粉性（精白米の粉砕されや

すさ）の比較検討については，小麦の品質判定時に使用さ

れるビューラーテストミル試験の歩留まり 60%製粉却を

参考にして以下のように行った．すなわち精白米 50gを

ラボミル（Mi凶BlenderMB-2，大阪ケミカル（株））で l分

ずつ2回乾式粉砕し， Lo-tap型飾振とう器（筒井理化学器

械（株））目聞き 75μm簡（200メッシュ相当）で20分間簡

い分け，通過量が元の精白米重量の 60%(30g）を超える

まで，不通過の粗い部分に対しては再度同様にラボミル粉

砕，飾い分けを繰り返す. 60%を超えた時点の量および前

回（2分前）の通過量比より 60%通過時間を算出し「目聞

き75μm飾を通過する量が60%に達するまでに必要とさ

れた粉砕処理時間」を製粉性と設定した

(2）湿式ピンミル製粉

精白米を O～120分水温25℃で浸漬処理を行い，脱水処

理（H-130E，国産遠心器（株）, 1800 rpm ・ 5秒間）した後，

0.3mmメッシュを装着した衝撃式製粉機（ピンミル式製

粉機， UNIT-30型，（株）サタケ）で、製粉を行った粉砕直

後に流動層乾燥機（20F, （株）長門電機工作所杜）で水分約

12%まで乾燥し，一部を超音波振動簡機（SF-400，三庄イ

ンダストリー（株））により目聞き 250μm, 150 μm, 75 μm 

（各60,100, 200メッシュ相当）を用いて， 60メッシュ不

通過（以下60メッシュ on),60-100メッシュ区分（同 100

メッシュ on),100-200メッシュ区分（同 200メッシュ on),

200メッシュ通過（200メッシユ pass）区分に飾別した．

これらの米粉は 15℃・ RH75%で調湿後，各種試験に用い

た．

3. 米粉の性状

(1）粒径分布

粒径分布測定にはレーザー回析式粒度分布測定装置

(LMS 2000e, （株）セイシン企業）を用い，乾式法で測定を

行った．

(2）糊化特性（アミログラフ）

糊化粘度特性は米粉分散試料500g（乾物換算濃度8%)

を作製しブラベンダーピスコグラフ（ViskographRTlOO, 

Brabender GmbH & Co. KG）により測定した．

(3）澱粉損傷度

米粉試料の澱粉損傷度は酸溶解度法活）により以下のよう

に測定した．すなわち試料0.5gを0.25N塩酸溶液 50ml

中で振とう（55℃， 2時間）し，溶液を水冷後に遠心分離

(1580×g, 20分間），上澄液中の糖量をフェノール硫酸

法制で定量，無水米粉試料重量における可溶性糖量の比を

澱粉損傷度（%）とした

(4）アミロース含量

見掛けのアミロース含量は Julianoのヨード呈色法37）で

以下の方法により測定した．精白米粉砕試料0.1gにエタ

ノール lmlを加え，撹祥しながら lmoll！水酸化ナトリウ

ム9mlを加えた沸騰水浴中で 10分間加熱し，放冷後

lOOmlとした．この溶液 5mlにlmoll！酢酸溶液 lmlお

よび2%ヨウ化カリウム・ 0.2%ヨウ素溶液2mlを加えて

lOOmlとし 20分間放冷後に 620nmにおける吸光度を測

定した標準試料として精米粉とアミロース（Sigma,

AMYLOSE Type ill : From Potato）を用いて作成した検
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表 1 試料リスト

産年 品種系統名 特徴 生産地

夢十色 高アミロース 北陸

北陸 166号 脹乳粉質 北陸

2005 
コシヒカリ 一般品種 つくば

中国酒 185号（みずほのか） 低グルテリン， I酉米 中国

朝つゆ 低；アミロース 北陸

LGCソフト 低；アミロース，低；グルテリン 中国

夢十色 高アミロース 北陸

はなえまき 低；アミロース 北海道

北陸 166号 日歪乳粉質 北陸

2006 
コシヒカリ 一般品種 北陸

日本晴 一般品種 つくば

ミルキークイーン 低；アミロース つくば

スノーパール f~；ァミロース 東北

春陽 低グルテリン 北陸

北海293号 fg；グルテリン 北海道

コシヒカリ 一般品種 北陸

北陸 166号 Jlf乳粉質 北陸

北陸207号 高アミロース 北陸

2007 
関東227号 一般品種 つくば

関東227号（多肥栽培） 一般品種 つくば

関東229号 低アミロース つくば

関東229号（多肥栽培） 低アミロース つくば

ホシニシキ 高アミロース つくば

ホシニシキ（多肥栽培） 高アミロース つくば

おぼろづき f~；ァミロース 北海道

北海303号 目玉乳粉質 北海道

きらら 397 一般品種 北海道

夢十色 高アミロース 北陸

北陸 166号 脹乳粉質 北陸

北陸207号 高アミロース 北陸

コシヒカリ 一般品種 北陸

4又7782 Jlf乳粉質 北陸

関東229号 低；アミロース つくば

2008 タカナリ（多肥栽培） 多収品種 つくば

タカナリ（多肥栽培） 多収品種 つくば

タカナリ 多収品種 つくば

ミルキークイーン 低；アミロース つくば

ホシアオパ 多収品種 中国

柔小町 低；アミロース 九州

ヒノヒカリ 一般品種 九州

こしのめんじまん 高アミロース 新潟

あきくも fg；アミロース 新潟

コシヒカリ 一般品種 市販

北海道：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター

東北・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター

つくば・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所

北 陸・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター北

陸研究センター

中 国：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国農業研究センター

新潟： j新潟県農業総合研究所作物研究センター

市販： i新潟県五泉市産
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表 2 米粉パン製造の原料および配合

原料 配合割合（%）

米粉ミックス
100 (13.5%水分換算）

ドライイースト 1.2 

ショ糖 8 

塩化ナトリウム 2 

ショートニング 8 

脱イオン水 80 

量線より見掛けのアミロース含量を測定した．

4. 米粉パンの製造

各種米粉を用いてホームベーカリー（SPM-MP31，三洋

電機（株））の米粉食パンコースにより米粉パンを作製した．

米粉ミックス粉（水分換算 13.5%）は活性グルテン 17%で

作製し，その他の原料配合は表2の通りとした活性グル

テンはホイートプロ 80(ADMJapan（株））， ドライイース

トはサフ・インスタントイースト赤（S.I.Lesaffre），ショー

トニングはリスシルバーショート（（株）ADEKA），ショ糖，

塩化ナトリウムは試薬特級を使用した焼成した米粉パン

は室温（25℃）で 1時間静置放冷した後，重量と容積（ナタ

ネ法）を測定し比容積（焼成 1時間後のパン容積（ml）／パ

ン重量（g））を算出した

実験結果および考察

1. 精白米の製粉性

(1）製粉に要する時間

通常，精白米の製粉性がよいほど粉砕に要する時間は短

いため粉砕時に起こる澱粉損傷は低く抑えられることが考

えられる．そこで 90%携精した精白米各品種についてラ

ボミルで粉砕を繰り返し，その 60%が200メッシュを通

過しうる一定の粒径に達するまでに要した粉砕時間の比較

により製粉性の評価を試みた

供試した精白米のラボミル 60%製粉に要する時間をアミ

ロース含量の順に示した（図 1(a)(b））.米粉のアミロース

含量は 5.9～35.6%，ラボミル 60%製粉時間は 3.5～17.9分

で、あった匹乳粉質米，低グjレテリン米等の特殊な形質を

持つ品種を除いた，アミロース含量の異なる精白米各品種

を比較した場合では，アミロース含量が高くなるほど粉砕

に要する時聞が少なくなる傾向であり，決定係数は 0.62•• 

（帥ρ＜0.01）となった（図 1(a））.精白米の製粉性に影響

を及ぼす米粒硬度は性状や形状など多くの要因が関わって

いる舗が，アミロース含量も製粉性に影響を及ぼす可能性

が示唆された．その一方で、，アミロースがどの様に性状，

構造的に米粒硬度へ関与し米粒の割れやすさに影響を及

ぼしたのか詳細は不明である．低グルテリン系統の数値は

アミロース含量が同程度の精白米に近い傾向である一方，

図1 (a) 
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20 

匹乳粉質米系統についてはアミロース含量の傾向とは関係

なくラボミル 60%製粉時聞が3.5～ 10.6であり，特に収

7782以外の北陸 166号，北海303号においては製粉に要し

た時間は 5分以下であった（図 1(b））.ラボミル 60%製

粉後の 200メッシュを通過した米粉について，製粉に要し

た時間と澱粉損傷度の関係を検討した結果を図 2に示し
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た．両者には決定係数が0.81柿と高い相闘が認められ製粉

に要した時聞が短い程，澱粉損傷度が低くなる傾向となっ

た他， Jlf乳粉質米や高アミロース米の製粉性が比較的高い

傾向であることが確認できた

通常，米粉の粒径や澱粉損傷度は使用する製粉機械の他

にその操作条件が深く関係しω特に乾式粉砕では微細化を

進めるほど作製した米粉の澱粉損傷度が増大することが認

められているやこれは，製粉に関わる物理的エネルギー

が大きくなるにつれて粒径が細かくなる一方，そのエネル

ギーは粉砕熱にもなり澱粉の損傷が進むためと理解される

が，今回の結果は製粉性が高く一定の微細化に要する時聞

が少ない米品種ほど澱粉にかかる物理的なエネルギー，粉

砕熱も小さくなり澱粉損傷度が低くなったと判断された

(2）精白米品質と製粉性

図1(a) (b）の結果より，アミロース含量も製粉に要す

る時間へ影響を与えている可能性が示唆されたが，前述の

通り米粒の製粉性については多くの要因が複雑に関与して

いると考えられる．蛋白質，繊維，油分などの多い糠層の

残余程度が製粉性に及ぼす影響については，施肥履歴の異

なる品種で幾っか比較した場合，タカナリ 3試料で同程度

アミロース含量の品種よりも低めの 12.8～ 13.0とほぼ同じ

値となっている他，多肥栽培と製粉性に一定の傾向は認め

られなかった（表3）.その一方，例えばコシヒカリは測定

した 3試料でラボミル 60%製粉時聞が14.3～ 16.4と中程

度アミロース含量の品種の中でも大きな差が生じていた

他，同一品種を閉じ条件下で測定しても差が生じる場合が

多いため，本試験において製粉性に影響を及ぼす他の大き

な要因の存在が示唆された

図1(b）で示した様に目玉乳粉質系統は 60%製粉の時聞

が短く，その製粉性の高さは異なる製粉方法でも確認され

ている 12)40~ また，一般梗米においては距乳粉質系統と同様

に澱粉粒が粗に蓄積され白色不透明部が生じる「しらた」

「粉状質」と呼ばれる白未熟粒が生じる場合がある？そこ

で，この未熟粒率が製粉性に及ぼす影響について実験・検

討を行った．

同一品種であるが年次，施肥条件など履歴の異なる関東

229号，コシヒカリ，タカナリ，関東227号，ホシニシキに

ついて，性状を品質判定機で測定し，未熟粒率とラボミル

60%製粉に要する時間の関係を比較した結呆を表3に示

した．なお通常，品質判定機は品種毎に測定の設定条件を

変更するが，今回は全て同じ基本設定で、行っているため同

一品種内での比較とした実験の結果，程度の差はあるが

それぞれの品種内で未熟粒率が高い程，ラボミル 60%製

粉に要する時聞が短いという傾向を示した．白未熟粒は精

米の過程で割れやすく砕米率が高くなるため，それを多く

含む米は等級が下がる41)が，ラボミ jレ60%製粉を行った

場合でも粉になりやすい，製粉性が高い傾向が得られた

市販品コシヒカリは試験地のものと比較して未熟粒率が低

表 3 未熟粒率と製粉時間

産年 品種名（履歴） 未熟粒率（%）製粉時間（分）

2007年産関東229号 68.3 13.0 

2007年産関東229号（多肥栽培） 66.7 13.4 

2008年産関東229号 50.6 18.3 

2007年産コシヒカリ 10.8 14.3 

2008年産コシヒカリ 9.4 14.8 

2008年産 コシヒカリ（市販） 5.5 16.4 

2008年産タカナリ 25.7 13.0 

2008年産タカナリ （多肥栽培） 23.8 12.9 

2008年産タカナリ （多肥栽培） 23.0 12.8 

2007年産関東227号 32.7 14.8 

2007年産関東227号（多肥栽培） 51.8 12.9 

2007年産ホシニシキ 28.9 13.0 

2007年産ホシニシキ（多肥栽培） 29.4 13.6 

く60%製粉に時間がかかるが タカナリはその履歴が異

なっていても未熟粒率，製粉時聞が同程度であった市販

コシヒカリは飯用米の l等級であるため未熟粒率が低い一

方，タカナリは収量を追求した多収穫米であるために未熟

粒率が元々高いことが理由と考えられる．この結果は一部

の多収穫米は整粒割合が低いため比較的製粉時に米が砕け

やすく細かい粉になりやすかったとする報告と同様であっ

たや

白未熟粒について，品質判定機により分別した市販コシ

ヒカリの整粒および未熟粒と，遺伝的に澱粉粒の蓄積が阻

害されている匪乳粉質米（北陸 166号）の 3試料について

ラボミル 60%製粉による製粉性の判定と走査型電子顕微

鏡による匹乳の断面観察を行った．結果は図3に示したと

おり，コシヒカリ整粒の断面は多角形の澱粉粒がステンド

グラス状に隙間無く充填されているのに対し，未熟粒と判

定されたコシヒカリの白色不透明部断面には様々な大きさ

の澱粉粒が散在し単純に積まれた様な構造が認められた

この結果は未熟粒の白色不透明部では単粒のアミロプラス

トが多発すると共にその聞に隙間が生じ蓄積密度の低下が

発生するとの報告喧）岨）と同様であった形状，大きさの不

均一な澱粉粒が粗に詰まった構造は匪乳粉質米でも同様の

傾向が観察された充実不良米や腹白米の白色不透明部は

著しく硬度が劣る事が報告されているが刊本試験の結果

についても，距乳粉質米や充実不良部分の硬度低下が製粉

性に大きく影響を与えたと推測された

2. 湿式ピンミル製粉による米粉パンの製造

(1）製粉時浸漬時間とパン性状

浸漬時間の異なる精白米をピンミル製粉し作成した各種

米粉に対して，その性状，製パン適性について測定した

なおピンミル製粉は一般的に乾式で行うが，試験で使用し

た衝撃式粉砕機は粉砕室にメッシュが組み込んであって

も，ブロアーが付属しているため，完全吸水した水分30%
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終粘度が高くなることが報告されている叩

( 6 ) 

を超えるような精白米についても目詰まりすることなく粉

砕が可能であった

製粉前の浸漬処理時間を O分（乾式）から 120分まで設

定した精白米を，脱水でイ寸着水を除いた後にピンミル製粉

を行った場合の粒径分布を図4に示した．浸漬処理時聞が

増加するに従って，粒径分布曲線は微細な方向へ移動し，

120分の浸潰処理によりパウダーライス CK（酵素を使用

した湿式気流粉砕米粉）詑）お）と粒径分布的に近い米粉となっ

た．それらの米粉についてアミログラフによる糊化特性を

測定した結果は図 5のとおりであり，糊化開始温度につい

ては差がそれほとε無かったが，浸j責処理時間が長くなるほ

ど最高，最低，最終の各粘度が増加する傾向であった．浸

漬処理時間を変えて作成した米粉については， RVAによ

る糊化特性の測定においても粒径が細かい米粉は最高，最

これら製粉前の浸漬処理時聞が異なる各米粉について澱

粉損傷度を測定した上で，グルテン 17%ミックス粉を作

成し製パン試験を行った各米粉のj殿粉損傷度と比容積の

関係を図 6に示した．乾式ビンミル製粉（浸j責処理なし）

と比較して製粉前の浸漬処理時間が長くなるほど米粉パン

の比容積は増加しさらにこの比容積は米粉の澱粉損傷度

と負の相関関係を示した 各種粉砕機において製粉前に精

白米の含水量が大きくなるほど米粉の微粉化と澱粉損傷度

の低下が起こる事が知られているが45：これは浸漬により

粉砕時の熱発生が抑えられると共に内部｛放細構造の物理的

強度が低くなり粉砕が容易になつた結果と考えられてい

る12）また， Saiaら4

理がi殿粉粒間の結合を緩めj殿粉粒が単一粒子として分離さ

10 
浸漬条件 平均粒径（μm)

9 ①O分 129.94 

喝／内／＠
8 ①0.1分 131.72 

①5分 124.21 
7 ④ 10分 91.83 

①20分 67.07 

体 6 ⑤30分 66.20 ， ， 
積 ⑦60分 64.60 ， 

5 ③ 120分 65.86 
， ， ， 

% 4 ノTウダーライス CK 60.81 

,/A 
3 ， ， 

， ， ， ， ， 
2 ， ， 

， ， 
，~ 

。。 10 100 1000 

粒子径（μm)

図 4 米粉の粒径分布



( 7 ) 本間・他．パン製造における米粉の性状 557 

粘度 温度（℃）

，ーーーーーー・、
a，、、

900 

800 

700 

600 , - －・F ’、、、
500ト lin j：グ

、、 、ニ；4-V /./ 

Ii so 、、 ／；＝、円n re 
、、

400ト WI ~てよ~~ご土：j
、、 IHO 、、 ／胃、c0 [¥_ 

、、
300ト /!II 、、、 ｜ 1i 30 、、、

：（ノ
、、、、

60 69 78 87 96 96 93 84 75 66 57 48 39 30 21 

潟度（℃）

図 5 米粉の糊化粘度特性

10 5 

（
国
＼
－

E
）
誕
険
這
入
V

ヘ

A

－
q

a

q

L

旬

i

n

N

u

p

h
U

4

4

孟

n
ノ“

（
渓
）
幽
閥
単
曙
楽
祭

0 I I I ' I I ' I I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I 0 

品号〉 へ1'.)> 1不 1不 1不 1不 "''.)> 1不
－~＇＇.）＞~v （§＇；~·＂ ぽ ＠">" !SJ 'V＂ ず 6)'o" @ "''V" 

~ 浸漬時間

図 6 米粉パンの比容積と澱粉損傷度

れるため， j殿粉損傷を抑えた澱粉粒が得られるとしている

(2）飾い分け米粉とパン性状

前述の通り，製粉機や製粉時の浸漬時間などの条件を変

えて作成した米粉の性状 あるいは米粉パン性状を比較す

る場合， j殿粉損傷度や粒径分布は共に変動しているため，

例えば平均粒径は一定の目安となるが，その数値のみでは

純粋に同条件の構成で比較しているとは言い難い．また，

粒度の大きいものほと宇パン比容積が大きくなる報告や，平

均粒径と製パン性の相関については有る無し両方の報告が

存在するなど，粒径や澱粉損傷度が米粉パン性状に及ぼす

影響について解釈が分かれる場合がある勾よって乾式～

完全吸水まで浸漬時間を変えた各種精白米に対しそれぞれ

ピンミル製粉を行い，その後一部を粒径別に飾い分けして，

ある程度粒径分布を揃えた米粉区分を調整することによ

り，その性状と製パン適性の関係について詳細に検討を行

うこととした．

製粉直後（A）および更に節い分けした各粒径区分

(B～E）より作成した米粉パンの断面形状について比較し

た結果を図7に示した 製粉直後の米粉よりパンを作成し

た場合，製粉前の浸漬時聞が長く澱粉損傷度が低くなるに

つれて形状が改善される傾向にあったそれらの米粉を単

純に飾い分けた場合は細かい粒径区分になるほど，それぞ

れパンの膨化が良くなる傾向となった．例えば浸漬時間

10分の ④で比較した場合，製粉直後の AをB～Eに飾い

分けすると細かい粒径区分ほととパンの膨化は良くなってい

る この時，細かい粒径区分になるにつれ澱粉損傷度は

5.19から 9.58と高くなっていくことから粒径ではなく高

い澱粉損傷度が製パン性に良い影響を与える要因とも解釈

されてしまう可能性があるが各種飾い分けした米粉につ

いて， j殿粉損傷度が同程度のもの，例えば④ 10分の C

(7.83）と⑥ 30分の E(7.62）を比較した場合，明らかに細

かい粒径区分で作成した米粉のパン形状が膨化面で優れて

いるため，製パン性に及ぼす米粉性状については澱粉損傷

度の影響を外した場合，細かい粒径区分になるほど良い効

果が得られることが明白となった

一方，澱粉損傷度については，飾い分けた各粒径区分よ

り作成した米粉パンについて同程度の粒径区分同士でそれ

ぞれ比較した場合，低い方が製パン性は良く，特に比較的

細かい区分である D.200メッシュ on(100-200メッシュ

間）.E.200メッシユ pass(200メッシュ通過）の粒径区分

でその傾向が確認できた

これらの飾い分けた粒径区分でそれぞれ作成した米粉パ

ンの比容積について結果を図 8に示した．図 7のパン形状

や澱粉損傷度と併せて比較すると，米粉試料を飾い分けた

場合は細かい粒径区分になるほど，各試料の同じ粒径区分

同士で比較した場合は澱粉損傷度が低いほど，米粉パンは

膨化し比容積が増加する結果となったまた，図9に示し
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図 7 米粉パンの断面形状

各米粉パン断面写真下の数値は使用した米粉の澱粉損傷度を示す

A，各所定の時間浸漬処理後に製粉した米粉

B, Aを飾い分けた 60メッシュ on区分（目開き 250μm以上区分）

C, Aを飾い分けた 60-100メッシュ区分（日開き 250-150μm区分）

D, Aを飾い分けた 100-200メッシュ区分（日開き 150-75μm区分）

E, Aを飾い分けた 200メッシュ pass区分（日開き 75μm以下区分）
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図 8 筋い分け後の米粉粒径とパン比容積

Z軸，各所定の時間浸漬処理後に製粉し飾い分けた米粉の粒径を示す

60 on，締い分けた 60メッシュ on区分（目開き 250μm以上区分）

100 on，飾い分けた 60-100メッシュ区分（目開き 250-150μm区分）

200 on，飾い分けた 100-200メッシュ区分（目開き 150-75μm区分）

200 pass，飾い分けた 200メッシュ pass区分（日開き 75μm以下区分）
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図 9 米粉の澱粉損傷度とパン比容積

200 mesh on，飾い分けた 100-200メッシュ区分（目開き 150-75μm区分）
200 mesh pass，飾い分けた 200メッシュ pass区分（目聞き 75μm以下区分）

澱粉損傷度

い程，粉砕に要する時間は少なかった 匪乳粉質系統はア

ミロース含量の傾向とは関係なく，短時間で粉砕された

また，粉砕に要した時間と澱粉損傷度の関係を検討した結

果，決定係数0.81柿と高い相闘が確認できた品質判定機

により分別した精白米を粉砕した場合，未熟粒率が高い程，

製粉に要する時聞が短い事が確認できた．

浸漬時間の異なる精白米を湿式でピンミル製粉した場合

について，浸漬時聞が長くなるほど，作成した米粉の平均

粒径，澱粉損傷度の低下が起こり製パン性が向上したそ

れぞれの米粉を更に飾い分けした場合，細かい粒径区分ほ

どパン比容積は増加する一方 向程度の粒径区分の米粉の

比較では澱粉損傷度が低い方がパンの比容積は増加した

以上の結果から，原料米の性状と製粉性の関係および米

粉パン製造における細かい粒径と低い澱粉損傷度の有効性

を定量的に示すことが出来た．今後は米粉から作られる

様々な加工品に対して粒径と澱粉損傷度の最適な構成を検

討することが必要と考えられた．

本研究の一部は農林水産省プロジェクト研究「低コスト

で質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発（加

工プロ） 4系（稲）」の一環として行われたものである．

たように D:200メッシュ on, E: 200メッシユ passの比

較的良好なパン形状となった区分について，澱粉損傷度と

比容積の関係を数値で詳細に比較したところ高い負の相関

関係が確認できたこれらの飾い分けで作成した米粉試料

による粒径，澱粉損傷度とパン比容積の関係は，今までに

報告された幾つかの報告と傾向は基本的に一致している

が，異なる粒径構成や平均粒径のみで比較されたものでは

なく，本実験では広い範囲の粒径かっ米粉性状に関する条

件を正確に揃えた上での検討であるため，より信頼度の高

い結果と考えられた．

以上の結果から，米粉でパンを作成する場合，基本的に

粒径は一定以上微細にした上で澱粉損傷度を低く抑える事

が有効であるという事が改めて明確になったが，粒径構成，

例えば微細な部分とやや大きい部分の組み合わせ比率など

については今後も検討が必要と考えられた

また今回は 17%グルテン添加型米粉パンで比較した結

果を示したが，米粉パン作成時の配合やグルテン含量を調

整する場合は最適な粒径と澱粉損傷度の組み合わせ，ある

いは最低限必要な米粉性状など適時検討することが必要と

考えられる
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