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米飯臭気の化学分析と竹炭による臭気成分の低滅効果

土田典明＊，乗原賢次

株式会社クオルテック

Chemical Analyses to Examine the Smell of Cooked Rice and the Effect of 

Bamboo Charcoal on the Improvement of Smell 

Noriaki Tsuchida* and Kenji Kuwahara 

Qualtec Co., Ltd., Sanbou 4-230, Sakai, Osaka 590-0906 

Chemical analyses were carried out to examine the smell of cooked rice with a particular focus on the odor of old 
rice. GC-MS measurements indicated that the odor of old rice was clearly related to the formation of aldehyde 
compounds such as hexanal, heptanal, nonanal, and octanal during storage. These aldehyde compounds were 
detected in vapor continuously from when the rice started cooking to the end of cooking, and were present in rice 
after cooking. FT-IR measurements on the surface of new rice before cooking showed a distinct peak of ester groups 
that were absent in old rice. This peak was the result of a newly formed aldehyde group suggesting the partial 
conversion of an ester to an aldehyde. Experiments were performed to reduce the odor of cooked old rice using 
bamboo charcoal for cooking. Bamboo charcoal was found to adsorb the aldehyde compounds during cooking, hence, 
reducing the odor of cooked old rice and conforming with results from sensory evaluation reports. 
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米は経時的に品質が劣化し古米となる．古米の臭気は，

一般家庭で保管する米や政府の備蓄米からも確認されてい

る．炊飯後の米飯から原料米に由来する臭気が発生した場

合，その臭気を取り除き，食味を改善することが課題とな

る．

米飯の臭気は不飽和脂肪酸の酸化によって生成するカル

ボニル化合物が主な原因と考えられている 1)-4~ 臭気を低

減させるための方法としては，香米の添加門米の貯蔵温度

および湿度の最適化6H( 食塩水を用いた洗米！〇：炊飯装置

の開発1) などが試みられている．一方，自然資源の有効活

用の観点から，豊富で安価な竹炭を利用した米飯の食味改

善に関する研究が行われており，炊飯用の竹炭も販売され

るようになってきたしかし，竹炭を用いた米飯の脱臭効

果については，官能評価によるものが見られるが門化学的

根拠は明確にはなっていない．

竹炭の性能には，脱臭，食味向上，調湿，水質浄化など

が報告されている 12)13~ これらの性能の機構を検討した事

例については，分子サイズが異なる有機化合物の竹炭への

吸着特性14( 炭化温度が異なる竹炭のアンモニアおよび揮

発性有機化合物 (VOC)除去能15(竹炭による米飯の性状改

〒590-0906大阪府堺市堺区三宝町4-230
＊連絡先 (Correspondingauthor), tsuchidan@qualtec.co.jp 

善効果16)などが報告されている．竹炭の性能に関する研究

は多いが，米飯の臭気成分と竹炭との相互作用については，

化学的に検討した事例は少なく，未だ不明な点が多い．

本研究の目的は，先ずは，新米と古米における化学成分

の違いを調べ，炊飯による臭気成分の化学分析技術を構築

し，更に，臭気の改善に向けた竹炭の利用とその化学的評

価を行い，実際の官能評価との関連性について明らかにし

ていく．

実 験 方 法

1. 米試料および竹炭

米は福井県産コシヒカリ（精白米）の新米（平成 28年度

産）および古米（平成 27年度産）を用いた．古米は，精白

米をガラス製の密封容器に入れ，温度 20℃，湿度45%RH

環境下の暗所で， 1年間保存した米とした洗米は，新米

および古米それぞれ 100gにミネラルウォーター（奥大山

の天然水，軟水）を 200mL加えて 1回／秒で 10回撹拌後，

水を除去する操作を 5回行った．洗米後の米には加水総量

が 150mLになるようミネラルウォーターを加えて lh浸

漬させ， IH炊飯器(SR-SPX104,Panasonic)を用いて，標準
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的な炊飯モード（最少炊飯容量 100g)で炊飯した竹炭は

炊飯用の市販品（高知県産孟宗竹，焼成 800℃）について，

加水量の 10%となる 15g(竹炭2本分の重量，竹炭： 120 

mmX40mmX5mm)を煮沸洗浄後に乾燥させたものを用

いた．竹炭は古米とともにミネラルウォーターに lh浸漬

させ，そのまま炊飯した新米を炊飯したものは通常米飯

(cooked new rice, harvested most recently), 古米を炊飯

したものは貯蔵米飯 (cookedold rice, stored for one year 

at room temperature), 竹炭を古米に入れて炊飯した米飯

は竹炭入り貯蔵米飯 (cookedold rice with a bamboo 

charcoal) と呼ぶことにした．

2. 官能評価

官能評価は通常米飯，貯蔵米飯，竹炭入り貯蔵米飯の食

味を比較した．炊飯後の米飯は，常温 (25℃)で冷まし，

米飯温度 60℃の時点で 10分以内に配布して官能評価を

行った．パネルは株式会社クオルテックの社員 12人 (20

代~60代，平均年齢41歳，男性 10人，女性2人）とした．

通常米飯を基準試料として呈示し，評点法 (-3点～十3点

の7段階評価）により評価した．評価項目について，臭気

はするを（一），しないを（＋），味「甘味」はないを（一），

あるを（＋），外観「光沢（つや）」はないを（一），あるを

（＋），硬さはあるを（一），ないを（＋），粘りはないを（一），

あるを(+), 総合評価はおいしくないを（一），おいしい

を（＋）とした．評価項目の有意差の検定について，貯蔵

米飯と通常米飯，竹炭入り貯蔵米飯と通常米飯の比較は，

等分散ではない t検定 (Welchtest), 貯蔵米飯と竹炭入り

貯蔵米飯の比較は，対応のない t検定を用いた．

3. 精白米の臭気に関する官能基分析

新米および古米の臭気に関する官能基分析は，精米した

後の表層部分の米をサンプリング用メスにより採取し，

FT-IR (FT /IR-6100 IRT-5000, JASCO)により行った．臭

気の発生に関与する官能基（アルデヒド，エステル，カル

ボン酸）について，それらの特徴的な赤外吸収が現れる波

長を詳細に見るため，波長 1650~1820 cm―1の領域を拡大

して解析した．

4. 米飯の臭気分析

米飯 15gと臭気成分の吸着剤として用いたシリカモノ

リス捕集剤 (MonoTrapRCC18, GL Sciences) をバイアル

ビンに入れ，定温乾燥機により 60℃で 30min保持した．

炊飯後の米飯は，常温 (25℃)で冷ました後，米飯温度 60

℃の時点でバイアルビンに入れた．臭気成分を吸着した

MonoTrapはジクロロメタン 200μLで超音波抽出を 5分

実施し，抽出液は GC-MS(GCMS-QP2010 Ultra, Shimadzu) 

で分析した. GC-MS分析条件は以下の通りである．カラ

ム： InertCap Pure-WAX (0.25mmI.D. X 60m X 0.25μm, 

GL Sciences), オーブン温度： 40℃で 2分保持後に毎分6

℃で 250℃まで昇温し lOmin保持キャリアガス：ヘリウ

ム，注入口温度： 250℃，試料注入法：スプリットレス注

入，注入量：オートサンプラにより 2μ1注入．質量分析計

のイオン源温度： 200℃，イオン化電圧： 70eV (EI), m/z 

=29-600の範囲をスキャンした．臭気成分の同定は，試料

および標準試料について， GC保持時間とマススペクトル

（解析ライブラリー： NIST) を比較して行った抽出溶媒

200μ1には，内部標準物質として，濃度 l.44ppmのエチ

ルベンゼンを lμL添加した．検出した臭気成分のピーク

面積値は，エチルベンゼンの面積値で除した相対値に変換

した．臭気成分の有意差の検定は，対応のない t検定を用

いて行った

5. 炊飯過程における炊飯蒸気の臭気分析

炊飯中に発生する蒸気成分の分析を以下の方法により

行った．炊飯蒸気の捕集は，炊飯器の蒸気口から出る蒸気

をMonoTrapで捕集して行った．捕集は，沸騰蒸気が出

始めるときおよび停止直前の 2時点について，蒸気口から

高さ 10cm地点で，それぞれ3分行った．沸騰蒸気の出始

めから 3分を炊飯過程 I(初期），沸騰蒸気の停止直前から

3分を炊飯過程JI(後期）とした. GC-MS分析条件は実験

方法3と同様である．臭気成分の有意差の検定は，対応の

ない t検定を用いて行った

6. 米飯の臭気成分の竹炭への吸着

(1)炊飯時に投入した竹炭の分析

炊飯時に投入した竹炭 5.0gとMonoTrapをバイアルビ

ンに入れ，定温乾燥機により 120℃で 30分保持し，臭気成

分を捕集した. MonoTrapはジクロロメタン 200μ1で超

音波抽出を 5分実施し，抽出液は GC-MS(GCMS-QP2010 

Ultra, Shimadzu)で分析した. GC-MS分析は実験方法 3

の条件を用いて，注入量は 4μ1で行った．

(2)臭気成分の竹炭への蒸気吸脱着

米飯の臭気成分のうち主要成分として報告事例のある17)

ヘキサナールと，アルデヒド類の中でヘキサナールに次ぐ

分子量のヘプタナールについて，標準試料を用いて，竹炭

への吸脱着の実験を行った．竹炭への吸着量の測定は，蒸

気吸着測定装置 (VSTAR, Quantachrome)を用いて行い，

一般的に使用される吸着等温線を作製した．測定温度は

60℃，測定範囲は 0.025<P/Po(Po=飽和蒸気圧） <0.95 

で実施した．蒸気吸着測定に用いた竹炭の前処理は，真空

脱気を 200℃で 4時間実施後，超遠心粉砕機 (ZM200,

Retsch) を用いて粉砕し，電磁式ふるい振とう機 (AS200

コントロール， Retsch)で，粒径500~850μmに粒度を揃

えて，測定試料とした．粒度を揃える理由は，測定時の竹

炭試料の飛散防止（微粉末では真空排気中に飛散する可能

性が高い）および試料のハンドリング性の向上のためであ

る．

実験結果および考察

1. 米飯の官能評価と竹炭が与える影響

Fig. lに通常米飯，貯蔵米飯，竹炭入り貯蔵米飯の官能
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Fig. 1 Comparison of the sensory evaluation for the cooked old rice with the evaluation 

for the cooked old rice with a bamboo charcoal 

■, Cooked old rice; ■，Cooked old rice with a bamboo charcoal 
Each value is the mean士SD(n=l2) 

A, odor (-3, very smelly-+3, not smelly); 

B, taste (sweetness)-(-3, not sweet. + 3, very sweet); 

C, appearance (gloss)-(-3, not glossy, + 3, very glossy), 

D, hardness (-3, very hard-+ 3, not hard); 

E, stickiness (-3, not sticky-+ 3, very sticky); 

F , total (-3, very bad-+ 3 very good) 

••, Significant p < 0.01 *, Significant p < 0.05 N.S., Not significant 
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Fig. 2 Gas chromatogram for the cooked old rice 

Peaks numbered are attributed to as follows: 1 hexanal, 2 heptanal, 3 octanal and 4 nonanal. Peaks a, b, c and d 

refer to silicon compounds, which are originated in the instrument during the automatic sampling. 

評価の結果を示す．通常米飯を基準試料 (0)として呈示し

た貯蔵米飯の評点は通常米飯と比較して，臭気味「甘

味」，外観「光沢（つや）」，粘り ，総合評価について有意に

低かった．硬さに有意差は見られなかった竹炭入り貯蔵

米飯の評点は通常米飯と比較して．総合評価については有

意に低かったが，他の評価項目で有意差は見られなかった

竹炭入り貯蔵米飯の臭気は通常米飯には達しなかったが，

有意差は見られなかった一方，竹炭入り貯蔵米飯の評点

は貯蔵米飯と比較して，臭気．味「甘味」．外観「光沢（つ

や）」，総合評価について有意に高かったが，硬さ，粘りに

有意差は見られなかった．即ち， 臭気は通常米飯より貯蔵

米飯で感じられるが，竹炭により低減されたと推察される．

以上のことから，竹炭入り貯蔵米飯の臭気は貯蔵米飯より

改善しており，通常米飯にまで近づいていると結論された．

2. 米飯の臭気に対する竹炭の吸着性能

Fig. 2に，貯蔵米飯における臭気成分の GC-MS分析結

果を示す報告事例のある 17)18)直鎖脂肪族アルデヒド類の

4種類（ヘキサナール，ヘプタナール，オクタナール，ノナ

ナール）が検出されたアルデヒド類の中でも，ヘキサナー

ルが際立って多く，これが古米から発生する臭気の主な要
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Table 1 Relative amount of aldehyde compounds analyzed for cooked new rice (a), cooked old rice (b) and for cooked old 

rice with a bamboo charcoal (c) 

Cooked new rice Cooked old rice Cooked old rice with a Significant differences Ratio Adsorption ratio 
Compounds 

(a) (b) bamboo charcoal (c) b/a (b-c)/b (a) (b) (b) (c) (c) (a) 

Hexanal 4.9士0.4 27.1士1.6 11.3土0.9 ＊＊ ＊＊ ＊＊ 5.5 0.6 

Heptanal 0.9士0.1 2.8士0.2 1. 7士0.4 ＊＊ ＊ N.S. 3.1 0.4 

Octanal 1.2士0.2 3.4土0.4 2.0士0.3 ＊＊ ＊＊ N.S. 2.7 0.4 

Nonanal 2.8土0.5 10.0土0.5 4.4士0.5 ＊＊ ＊＊ N.S. 3.6 0.6 

•• and• indicate significant differences at 1 %ゅ<0.01)and 5%ゅ<0.05)levels, respectively, between samples compared. 

N.S., Not significant 

Each value is the mean士SD(n=3) 

因と推察される. a~dは，装置固有のシリコン系化合物

である．

通常米飯および竹炭入り貯蔵米飯において，同様の分析

を行った (Table1). 検出した臭気成分のピーク面積値は，

エチルベンゼンの面積値で除した相対値に変換した．ヘキ

サナールの割合は他の成分と比較して，貯蔵米飯では通常

米飯より，最も有意に増加した．竹炭入り貯蔵米飯では貯

蔵米飯より，最も有意に低減した．一方，竹炭入り貯蔵米

飯では，通常米飯までは低減せず，有意差が見られた．ヘ

プタナール，オクタナール，ノナナールの割合は，貯蔵米

飯と通常米飯，竹炭入り貯蔵米飯と貯蔵米飯を比較すると

有意差が見られたが，竹炭入り貯蔵米飯と通常米飯では有

意差は見られなかった．

竹炭入り貯蔵米飯の臭気成分の割合は貯蔵米飯より有意

に低減すると結論され，これは，官能評価の臭気改善の傾

向とも一致している．つまり，貯蔵米飯から発生するアル

デビド類の中でも主としてヘキサナールが竹炭に吸着し，

その結果，ヘキサナールの濃度が減少し，官能評価での臭

気が改善されたと説明される．アルデビド類が竹炭に吸着

することは，竹炭には無数の細孔があり揮発性有機化合物

を吸着するという報告14)19)20) と一致する．

3. 精白米の臭気に関する官能基分析

Fig. 3に，新米および古米の FT-IR分析結果を示す．ス

ペクトルの上図は全体の 650~4000cm―1の波長領域を，

下図は 1650~1820 cm―1を拡大したものである. Fig. 3 

（下図）について，新米ではエステル (1745cm―!)のピーク

が顕著であるが，古米ではエステルのピークは消失し，ア

ルデヒドのピーク (1735cm―1)が現れた．カルボン酸

(1710cm―!)は，新米と古米の両方から検出されたが，古

米の方がピークは大きい．以上のことから，精白米に含ま

れるエステルを含む脂質は，貯蔵中に加水分解し，一部は

遊離脂肪酸に，一部は分解生成物のアルコール類がさらに

酸化されア］レデヒド類が生成したと考えると合理的に説明

できる．このことは，森高による古米化の機構6(即ち脂質

の自動酸化による過酸化物とアルデヒド類の生成機構を支

持している．

4. 炊飯過程における炊飯蒸気の臭気分析

竹炭入り貯蔵米飯において臭気成分が低減していること

が明らかになったが，炊飯過程のどの段階で低減している

かを確認するために．炊飯過程 I(初期）と炊飯過程II(後

期）に分けて炊飯蒸気の分析を行った．

Table 2に，先に述べた 2種類の炊飯過程において，炊

飯蒸気を捕集し，臭気成分の GC-MS分析を行った結果を

示す．貯蔵米飯では，臭気成分のうち存在量の多いヘキサ

ナールは．炊飯過程 I(初期）と炊飯過程II (後期）にお

いて，同程度検出されているが，初期で僅かに多い．一方，

2番目に存在量の多いノナナールでは．後期で排出量が多

い．いずれにしても．アルデビド類は，炊飯時に蒸気と共

に定常的に排出されていることが確認された. Table 1の

炊飯後の米飯から検出されたアルデヒド類の濃度比と比較

して，炊飯時に蒸気と共に排出されるアルデヒド類の割合

には違いがある．現時点では定量的な評価は困難である

が，ヘキサナールより分子量の大きいアルデヒド類は，比

率的には，より多く蒸気と共に排出される傾向にある．竹

炭を用いて炊飯すると，蒸気と共に排出するアルデヒド類

の中でヘキサナールの割合は有意に低減した．以上の結果

から，竹炭は炊飯により発生するアルデヒド類の中でも主

にヘキサナールを吸着するため，蒸気と共に排出するヘキ

サナールの量は抑制されると示唆された．竹炭によるアル

デヒド類の吸着は．アルデビド類の分子量に関係すると推

察される．このことは，後で述べるように，ヘキサナール

とヘプタナールの竹炭への吸着能に大きな違いがあること

に起因している．

5. 米飯の臭気成分の竹炭への吸着

(1)炊飯時に投入した竹炭の分析

Fig. 4に炊飯時に投入した竹炭の GC-MS分析結果を示

す．竹炭は 120℃で 30min加熱し，臭気成分を捕集した．

同様のことを未使用の竹炭においても行い，バックグラウ

ンドとしたこれが， Fig.4のクロマトグラム IIで. a~d 

は．先に述べたように，装置固有のシリコン系化合物であ

る. Fig.4のクロマトグラム Iの1~4は，炊飯時に竹炭に

吸着した臭気成分である．定性の結果. 1. 2, 3そして 4
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Fig. 3 FT-IR spectra for new and old rice before cooking 

Table 2 Relative amount of aldehyde compounds analyzed by different methods I and II 

for cooked old rice with or without a bamboo charcoal. Method I collected from 

a vapor exit at the beginning of 3min, ; method II collected at the end of 3 min 

Compounds Methods Cooked old nee 
Cooked old rice with Significant Adsorption 
a bamboo charcoal differences ratio 

I 4.7土12 1.6土09 ＊ 0.7 
Hexanal 

Il 3 3士0.8 0.5土01 0.8 ＊＊ 

I 0.8士0.1 0.5士0.0 NS 0 4 
Heptanal 

II 0 9士0.1 0.5士0.1 N.S 0 4 

Octanal 
I 1.0士0.3 0 5士01 N.S 0 5 

II 1.3士0.3 0 6土01 N.S 0 6 

I 2.2士0.9 1.3土0.5 N.S. 0.4 
Nonanal 

II 3.7士0.8 0.9士0.2 0.8 ＊＊ 

••and• indicate significant differences at 1 % (p<O. 01) and 5 % (p<0.05) levels, respectively, 

between cooked old rice and cooked old rice with a bamboo charcoal 

N.S., Not significant 

Adsorption ratio, (Cooked old rice-Cooked old rice with a bamboo charcoal)/Cooked old rice 

Each value is the mean士SD(n=3} 

はそれぞれ，ヘキサナール，ヘプタナール，オクタナー

ルそしてノナナールである. Fig. 4の結果は，アルデヒド

類が竹炭に吸着されたことを明確に示している．

(2)臭気成分の竹炭への蒸気吸脱着

Fig. 5に，それぞれ，ヘキサナールとヘプタナールの蒸

気吸着測定結果を示す．吸着等温線を見ると，ヘキサナー
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The peaks numbered were assigned as follows; 1. hexanal; 2, heptanal; 3, octanal; 4, nonanal. Chromatogram 

II was from the bamboo charcoal without the use for cooking, where the peaks a, b, c and d referred to 

silicon compounds originated in the instrument during the automatic sampling. 
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Fig. 5 Adsorption desorption isothermal curves of hexanal and heptanal on a bamboo charcoal 

ルとヘプタナールは竹炭に吸着することが分かるが，ヘキ

サナールの吸着量はヘプタナールと比較して 10倍以上多

い．一方，脱着等温線を見ると，ヘキサナールは相対圧力

P/Po=0.2地点で 10%程度脱着しているが，ヘプタナール

では僅かしか脱着していない．つまり，ヘキサナールはヘ

プタナールより多く竹炭に吸着するが，脱着しやすい傾向

がある．

吸着作用には物理吸着と化学吸着が知られている．物理

吸着は，炭の細孔内壁表面と被吸着物質との間に働くファ

ンデルワールスカによるもので，一般的に吸着力が弱い13!
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竹炭の物理吸着については，藤井らにより細孔由来の吸着

作用を定量的に評価した事例がある14!即ち，分子サイズ

と細孔径に密接な関係があることを支持するものである．

本研究において，米飯の臭気成分であるヘキサナールとへ

プタナールに対する竹炭への吸着は，分子サイズの違いと

竹炭の細孔径との相関によって説明される即ち，ヘキサ

ナールはヘプタナールと比較して分子サイズが小さく竹炭

による吸着に好都合であると推察される．一方，化学吸着

の可能性も否定できない四竹炭の炭化過程の際熱分解

により化学吸着に寄与する官能基が生じる可能性があるか

らである 13)2りまた， Fig.5において，ヘキサナールとヘプ

タナールの竹炭への吸脱着等温線は，相対圧力 PIP。に対

して可逆的ではない．このことも化学吸着の可能性を否定

できない理由である．竹炭の吸着に関する定量的な考察に

はさらなる研究が必要である．

要約

炊飯した米の臭気に対して化学的分析を行った特に，

古米から発生する臭気の原因となる化学成分を特定し，そ

の発生機構および低減効果について検討した．炊飯後の米

の GC-MS分析結果から，臭気の原因物質はアルデヒド類

であることが明らかになったそれらはヘキサナール，ヘ

プタナール，オクタナール，ノナナールで，特にヘキサナー

ルが主要成分であった. FT-IR分析の結果から，アルデヒ

ド類は，炊飯前の古米に存在していた新米にはアルデヒ

ド類は検出されないことから，新米に含まれるエステルが

加水分解と酸化によりアルデヒドに変化したと推察され

る．炊飯に竹炭を用いると，これらアルデヒド類は効果的

に吸着された．官能評価においても，竹炭を用いることに

より炊飯した古米の臭気は低減しており，化学分析の結果

と一致した．

実験を進めるにあたり，懇切なご助言をくださいました

株式会社クオルテック顧問（東京工業大学名誉教授）の冨

安博博士，実験にご協力頂きました対象者の皆様に深く感

謝の意を表す．
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