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地域資源の高度利用と新製品開発に関する研究

有色米の加工利用に関する研究

杉本篤史

Studies on utilizαtion of Colored Kernel Rice 

Atushi Sugimoto 

紫黒米「朝紫」、赤米 fベニロマンJから抽出した色素液は、前者がアントシアン特有の酸・アルカ

リ下での呈色反応を、後者がタンニン特有の金属・タンパク質との反応を示した O また、これら玄米

のベーストが良い色調を示したのは、「鞍紫」で酸性~中性付近、「ベニロマンjで中性付近~アルカ

リ性で、この範屈では抗酸化性も安定していた。このペーストを用いた菓子類は、概ね色調、食味が

長好なものが得られたが、「朝紫」を用いた場合の製造後商品中の色移りや、「ベニロマンjを用いた

場合の色調の薄い点に注意が必要であった。「朝紫J["ベニロマンjの玄米と、精白米を原料としてレ

トルト米飯を試作した結果、吸水時の重量で、有色米を 2割加えれば良好な色調を示したが、抗酸化性

は強くなかった。このため抗酸化性の強い高品を開発するには、レシピの有色米玄米の分量を再検討

する必要があった。

1 .はじめに

近年、全国各地で栽培が取り組まれている有色米

について、猪谷は、糠1曹すなわち玄米の種皮と果皮

のいずれか、または両方に赤色色素または葉緑素が

含まれるものとし、色素の積類によって、アントシ

アン系で黒色に近い紫黒色をもっ「紫黒米j、タンニ

ン系赤色色素をもっ「赤米」、さらにクロロフィルに

よる「緑米」に分類できるとしている~

これまで有色米を栽培する場合、在来種を利用す

るしかなかったが、平成元~6 年度の農林水産省の

プロジェクト研究「需要拡大のための新形質水田作

物の開発jで、有色米の新品種が育成されておりへ

これらの新品積も栽培されるようになっている。

このプロジェクトでは、紫黒米の「朝紫j、赤米の

「ベニロマンJが育成、品種登録されている 2)0 ["朝

紫jはその吸光スベクトルからアントシアン系色素

を含み、また「ベニロマンJは塩化第二鉄との反応

からタンニン系色素を含むこと、また、それぞれの

玄米抽出物は抗酸化性を示すことが確認されている

本研究では、高知県内で栽培された「朝紫J、「ベ

ニロマンJを試料として用い、色素の特性の調査、

加工方法およびその品質について検討した。
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2.実験方法

2. 1 試料

本実験では、紫黒米品種として「朝紫J、赤米品種

として「ベニロマン」を使用した。両品種とも、高

知県の平野部に位置する高知県農業技術センター

(南国市廿枝)で、 2001年、 2002年に栽培されたもの

を供試した。また、対黒として2001年に高知県内で

栽培された「コシヒカリ J(揚精済み)を、量販庖で

購入し供試した。

2. 2 抽出色素の特性

2. 2. 1 色素液の調整

玄米を揚精し、得られた糠100gに70%エタノール

500mlを加え、 2時間震とう抽出(l60rpm往復)し、

ろ紙(東洋ろ紙No1)でろ過した。ろ液は、エタノー

ルを留去するため、ナス型フラスコに移し、ロータ

リーエパボレーターを用いて300Cで減圧濃縮した。

この濃縮液を遠沈管に移し、ナス型フラスコに残っ

た液は蒸皆水を用いて洗い込み、全量を50mlとした。

次に脂質等の不純物を除くため、同量のジエチルエー

テルを加え、激しく震とうしたのち、遠心分離し、

ジエチルエーテル層を除いた。これを 2回繰り返し、



得られた液には同量のエタノールを加えた。

次に、 HP-21樹脂(ダイヤイオン)をカラムに詰め、

蒸留水で平衡化し、これに上記の液を吸着させ、約

5培容の蒸留水で、洗浄後、 50%エタノールを通液し

て、色素を港出させた。得られた液はロータリーエ

パボレーターで30"Cで減圧濃縮、乾閣させ、カラム

に吸着させた液の 3倍容の50%エタノールに溶解さ

せ色素液とした。

2. 2. 2 色素液の特性

「朝紫jの色素液は、吸光スベクトル、酸・アル

カリとの呈色反応、を調べた。なお、費支・アルカリと

の呈色反応、は、色素液に50%エタノールを加えて 2

倍容量とし、これにO.1 Nの硫援・水酸化ナトリウ

ム溶液を摘下し、色調の変化を調べた。

また、「ベニロマン」の色素液は、金麗イオン・タ

ンパク質との反応、を調べた。金属イオンとの反!王、は、

色素液に50%エタノール加え 2倍容量としたものに、

塩化第二鉄溶液(1%エタノール溶液)を滴下し、

溶液の変色を調べた。また、タンパク質との反応に

は、ゼラチンおよび皮粉を用いた。ゼラチンとの反

応は、ゼラチン(半井化学薬品製)溶液に色素液を

摘下し、不溶物の生成を調べた。また、皮粉との反

応では、蒸留水に皮粉(シグマ社製、出血 Powder、

Non-chroma t ed) を加え撹持し、色素液を摘果した後、

しばらく室温で放置した。これをろ過し、残った皮

粉を十分に蒸留水で洗浄し、乾燥させて変化を調べ

たO

2. 3 加工および品質

2. 3. 1 ペースト

(l)加工法

玄米パウダーに加水・加熱する方法と、洗米した

玄米を16時間吸水させて、鉄うす式粉砕機(増幸産

業、 SUPERMASUKOROYDER 臨 ZA-10-10型)で粉砕し

加水・加熱する方法を検討した。

なお、玄米パウダーの加工は、水洗した玄米を、

100"Cで熱風乾燥し、冷却後、粗砕・微粉砕する方法

を用いた。粗砕・微粉砕には、円すい鉄うす式粉砕

機(盟光社、やまびこ号L型)を調整して行った。

(2) pHとペーストの品質の関係

パウチ(14x 20cm) に10gの玄米粉と緩衝液100m!

を入れ、パックシーラーで口を潤じた。これを、レ

トルト殺富機(三浦工業、主 11型AS) を用いて、設

定値100'C10分間加熱後、速やかに冷却した。なお

緩衝液は、 pH3.5l!20Mコハク酸 Na2B 4 0 h 

pH6. 5 0.2 M Na H 2 P04 - Na2 HP04、pH9.50.2M 

Na2C03 -NaHC03を用いた。

得られたサンプルは、それぞれ色調、抗酸化牲を

評髄した。色調の評価は、宮能検査および測色器

(前記と同様)を用いた。抗酸化性は、 F…カロテン

退色法4) Iこ準じて行い、抗酸化性残存率(%)一

定時間反応後の吸光度/反応開始直後の吸光度x100 

で評価した。結果の解析は反復測定による l元配置

の分散分析、多重比較はTukeyの方法を用いた。なお

サンプルは、ペーストを凍結乾燥したもの 3gに

80%エタノール60m!を加え 1時間震とう抽出し、孔

径0.45μmのフィルターでろ過したものを用いた。

(3)商品利用の検討

ベーストを用いた商品として、氷菓(アイスミル

ク) ・鰻頭、カスタードプリンを試作した。

アイスミルクは、表 1のとおり、原料を混合・加

熱溶解し、さらに殺菌のために80
0

C10分間加熱後、

急、冷した。これを 1oCでエージングし、次にアイス

クリームメーカーでフリージング後、容器に充填、

硬化した。

表 1 アイスミルクのレシピ

原材料名

牛乳

クリーム(乳脂肪分30%)

脱脂粉乳

グラニュー糖

卵黄

有色米ベースト出)

配合比(重量)

22 

8 

5 

12 

3 

50 

注 1)玄米粉2、水8の重量比で混合したものを加熱・糊化。

鰻頭では、簡に有色米を用いた。この有色米錨の

原料は表 2のとおりで、玄米粉に水を加え加熱・糊

化後、上白糖を加え加熱混合し、これに自あんを加

熱混合した。これを表3の皮の生地にくるみオーブ

ンで160'C30分間焼成した。

表 2 有色米簡のレシピ

原材料名

有色米玄米粉

氷

上自糖

白並飽

配合比(重量)

2 

6 
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表 3 まんじゅうの皮のレシピ

原材料名

薄力粉

上白糠

ノてター

全卵

ベーキングパウダー

自己合比 (重量)

100 

50 

8 

55 

4 

カスタードプリンには、ベーストを酵素で液化し

たものを、加糖、濃縮してソースとして利用した。

玄米粉10gに水80gを加え加熱・糊化したものを

70
0

Cに冷却し、酵素液10g加え70
0

Cで、時々撹狩し

ながら 2時間加温した。なお、酵素液は、 j殿粉分解

酵素製剤(ヤクルト薬品工業、ユニアーゼBM-8、成

分 :α ーアミラーゼ27%) 1 gに水を加え100gとし

た懸濁液を用いた。この液化物に1/2重量のグラニュー

糖を加え加熱し、糖度計で60%になるまで濃縮し、

ソースとした。

このソースをプリンカップに入れ、低温庫(1t) 

で保持しソースを閤化させた。これに表3のレシピ

で加熱溶解したプリン生地を加え、水を入れたパッ

トにこのカップを並べ1600Cで 1時間焼成した。

表 4 プリンのレシピ

原材料名 配合比(重量)

220 

360 

60 

0.04 

1
1
U

日
ド
ム
釜
口

4
3
4
G
H
J

品
川
明

牛

全

砂

バニラエッセンス

2. 3. 2 レトルト米飯

(1)レトルト米飯の加工

有色米玄米を洗米後、室温で、16時間吸水させ、こ

の200gに対し300mlの水を加え95
0

Cで15分間加熱し、

色素を抽出させた。

これを、 l時間吸水させた普通米の精白米800gに

加え、 10分間蒸し器で蒸した。蒸し米は、パウチに

充填しやすくするため水で、洗浄し、この200gをパウ

チ(14X20cm) に充填し、レトルト殺菌機(前記と

閉じ)で設定値1210C20分間で含気加熱した。また、

対照は普通米の自米を、同様の処理をした。

(2) レトルト米飯の品質

得られた試作品は、それぞれ色調、抗菌変化性を評

価した。色調の評価は、官能検査および測色器(前

記と同機種)を用いた O 抗酸化性の評価は、前記と

同様に βーカロテン退色法4) で評倍した。

3.結果および考察

3. 1 色素液の特性

「朝紫Jの色素液の吸光スペクトルは、 500nm付近

で根大吸収を示した(図1)。また、この色素液に、

酸・アルカリ液を滴下したときの色調は、酸液で、鮮

やかな赤色、アルカ 1)液で暗い緑色を示した。この

1.4 

1.35 

1.3 

対
米1.25
g 

1.2 

1.15 

1.1 

400 450 500 550 600 

波長 (nm)

図 1 f朝紫j 色素液の吸収スペクト)~

ことより、 「朝紫J色素液は、アントシアン系色素

の特徴を示すことが明らかとなった。

一方、「ベニロマンjの色素液は、塩化第二鉄搭液

との反花、は、暗い褐色を示した。また、ゼラチン溶

液との反応では、赤褐色の不溶物が析出した。皮粉

では、皮粉に赤褐色の色素の吸着が見られた。この

ことより、 fベニロマンJ色素液はタンニン系色素の

特畿を示すことが明らかになったO

3. 2 ペースト

3. 2. 1 加工法

玄米パウダーに加水・加熱する方法では、「朝紫j、

fベニロマンjとも、品質に問題は見られなかった。

一方、玄米を洗浄し、吸水・粉砕・加熱糊化させる

方法では、「朝紫j、「ベニロマンJとも、玄米表皮が

均一に細かく粉砕できないことや、一部、佐乳部分

が大きな粒になって残るといった問題点が見られた。

このことより、ベースト化の方法は、「朝紫」、「ベ

ニロマンjとも、玄米パウダーに加水・加熱する方

法が良いと考えられた。

3.2.2 pHとペーストの品質の関係

(1)色調

「輯紫jのペーストは、加熱後pHは3.9、6.4が発

色がよく、 9.4では黒色に近い色となった(表 5、閣

-3-



の緩衝液のものと比較して、 pH3.5、pH9.5の緩衝液

のものは抗酸化性の抵下は見られなかった。また、

ブランクと比較して有意に抗酸化性が高かった

このため、「朝紫jのペーストを用いた製

その色調から酸性~中性付近が品質がよいと

2 ・3)0 

品は、

(園

4・5、表6・7l。

この結果より、「朝紫Jrベニロマン」のベースト

はpH3.8~9. 4で、安定して抗酸化性を示すことが明

らかになった。

のベーストは、加熱後p況は

3.9、6.5が発色がよく、 3.9では変色はしないものの、

考えられた。

また、「ベニロマン」

色が薄かった(表 5、閤 2・3)。このため、「ベニ

ロマンJのベーストを用いた製品は、その色調から

中性付近~アルカリ性が品質がよく、酸性では薄い

色調となるため注意が必要と考えられた。

6.5 

9.5 ト同工
X¥ ー¥¥℃十?江川 mI)

100.0 

80.0 

60.0 

(
ポ
)
出
吋
捻
越
川
翌
十
学
制
祖
語

40.0 

20.0 

有色米玄米ぺーストの色調(官能評価)表 5

商品'生注}

O 

ム

45 30 15 

。。× 

緩過時間(分)

× 

O 

O 

官能評価

やや暗い紫色

小豆色

黒色に近い小豆色

;等し叶、立包

小豆色

濃い小豆色

緩衝液ペースト
pH pH 

3.5 3.9 

6.4 6.5 

種口
ロロ

9.5 

イシ

9.4 

3.9 3.5 

ク

「ベニロマンJ

6.5 6.5 '" 
「朝紫jぺース卜抽出物の抗酸化性図49.4 9.5 。

「朝紫Jペース卜抽出物の示す抗酸化性の比

較(Tukeyの多重比較)

表 6

j主)評価はそれぞれ、 0良好、ムやや不適、×不適

日召

※※ 

※※ 

※※ 

対
緩衝液
出生E
※※ 

緩衝液
pH6.5 

※※ 

緩衝液
出主5

※※ フやランク

緩衝液pH3.5

緩衝液出6.5

緩衝i夜pH9.5

対日程

口戟紫

Eヨヘーニロマン

50 

40 

30 

20 

(
∞
〈
J
同一ハ
)
)
"
T
J

注1)※※: 1 %有意差あり。※ :5%有意差あり O

有意差なし

注2)対日夜は、 BHA1 rng/100rnl溶液
9.5 6.5 

緩衝液pH

10 

O 

3.5 

pHと玄米ペーストの色謂(1)回2

一@ー緩衝液pH3.5

6.5 一昔「一

P<O.Ol 
100.0 

80.0 (
ヌ
)
問
吋
捻
越
川
苧
近
畿
認

9.5 

一一Cト-BHA

(lmg/lOOmI) 

ω サ軽ーブランク

一磁器ー
60.0 

40.0 

o r毅紫JpH3.5 

ロ 11 pH6.5 

t，. 11 pH9.5 

+ rへeニロマンJpH3.5 

::!( 11 pH6.5 

X 11 pH9.5 

20 

十×

X 

68 

15 

10 

(
ぬ
〈
J
凶

-
U
)骨
必 5 

20.0 

O 

O 
0.0 

20 15 10 5 
45 30 

経過時間(分)

15 

a*(CIELAB) 

「ベニロマンjぺースト抽出物の抗酸化性図5pHと玄米粉ペーストの色調 (2)

(2)抗酸化性

f朝紫JrベニロマンJのペースト抽出物は、

ぞれ経過時間とともに抗酸化性は低下したが、 pH6.5

-4-
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表 7 rベニロマンJペース卜抽出物の示す抗欝化

性の比較(Tukeyの多重比較)

緩衝液

出主E
緩衝液

出
※ 

緩衝液
pH9.5 対照

ブランク | ※※ ※※ 

緩衝液pH3.5

緩衝液pH6.5

緩衝液凶9.5

対照

注1)※※ 1%有意差あり。※:5%有意差あり。
有意差なし

注2)対照は、 BHA1 mg/100ml溶液

3. 2. 1 ペーストを用いた商品の試作

(1)アイスクリーム(アイスミルク)

※※ 

「朝紫Jを用いたものは、小豆色の色調を示し、

試作品中に細かい玄米表皮の粒が見られた。また、

橋米特有の粘りが少し感じられ、糠臭も少し感じら

れたが、食味が大きく落ちる程ではなかった。よっ

て、概ね良好と評価した。

一方、{ベニロマン」を用いたものは、ごく薄い赤

褐色で、試作品中に細かい玄米表皮の粒が見られ、

食感は通常のアイスクリームとの差は感じられなかっ

た。糠臭がやや感じられたが、食味が大きく落ちる

ほどではなかった。よって、味や香りには問題がな

いものの、商品によっては色調が薄い点が問題にな

ると、評価した。

(2)鰻頭

「朝紫」を用いた館は、薄し吋、豆色であり、食感・香

りとも通常の錨との差は感じられなかった。また、これ

を皮にくるんで焼成した後も、色調に大きな変化は見ら

れなかった。総合評価は、概ね良女子と患われた。

一方、「ベニロマンjを用いた錨は、ごく薄い赤褐

色であり、食感・香りとも通常の錨と差は感じられ

なかった。これを皮にくるんで焼成した後も、色調

に大きな変化は見られなかった。総合評価は、色調

が薄い点が問題になる場合があると思われた。

図6 r朝紫jを用いたアイスミルク

国7 有色米を錨に用いた鰻頭

図8r朝紫Jを用いたカスタードプ1)ン

(3) カスタードプリン

「朝紫」を用いたソースは、小豆色を示し、焼成

した後も、色調に大きな変化は見られなかった。ま

た、プリン生地中および表面に、玄米の表皮が浮か

び上がってきた。問題点としては、糠臭が少し感じ

られるのと、製造後に、部分的に色素がプ 1)ン生地

へ移行するといったことが上げられた。

3. 3 レトル卜米飯

3. 3. 1 色調

「朝紫」、「ベニロマンj とも色素がよく接出し、

「朝紫jでは赤飯と同様な暗い紫色、「ベニロマン

では、暗い赤褐色を示し、加熱による自立った変色・

退色は見られなかった。

3幽 3需 2 抗酸化性

「朝紫Jrベニロマンjの米飯抽出物は、それぞれ

経過時間とともに抗酸化性は低下したが、「朝紫J米

飯抽出物はブランクより残存性がよく、統計的に有

意に差が見られた。一方、ベニロマン米飯は、統計

的な優位さはないものの、ブランクより残存性が高

… 5-



い傾向があったが、コシヒカリの精白米の米飯と同

等であった。

いずれも、抗酸化性は示すものの、その効力は弱

いため、商品化する際は有色米の玄米の色素量を考

慮しつつ、有色米を加える量を調整する必要がある

と考えられt.:.o

80.0 r 一傘一朝紫米飯粉
P< 0.001 一念ーへeニロマン米飯粉

、ミo二 60.0I 震え¥¥、1 一惣トコシヒカリ米飯粉

書12霊8 5 a40o 1 
JK. 、¥臨 、てト→特ーブランク

20.0 

0.0 

15 30 45 

経過時間(分)

図9 有色米を用いたレトルト米飯拙出物の抗酸化性

表 8 有色米のレトルト米銀掠出物の示す抗酸化性

の比較 (τukeyの多重比較)

草月紫 ベニロマン コシヒカリ 対照

フやランク ! ※※ 

紛紫

ベニロマン

コシヒカリ

対照

注 1)※※: 1 %有意差あり。※:5%有意差あり。
一:有意差なし

注2)対照は、 BHA1 mg/lOOml溶液

4. まとめ

※※ 

※※ 

※※ 

「朝紫jの色素液は、酸・アルカリ存在下でアン

トシアニン特有の呈色反応引を示し、吸収スベクト

ルでは500nm付近でピークが見られた。「ベニロマン」

の色素液は、タンニン特有の金属・タンパク質の反

応を示した。

「車月紫jのペーストを用いた製品は、その色調か

ら酸性~中性付近 (pH3.9~6. 4)が品質がよいと考

えられた。また、「ベニロマンjのペーストを用いた

製品は、その色調から中性付近~アルカリ性 (6.5~ 

9.4)が品質がよく、酸性では薄い色調となるため注

意が必要と考えられた。「朝紫J、「ベニロマンJのベー

ストは抗酸化性を示し、製品の pHが酸性 (pH3.9以

上) ・アルカ 1)性 (pH9.4以下)のものが、中性付近

(pH6.5付近)のものと比較して著しく抗酸化性が低

下することはなかった。ペーストの利用法は、その

色調の安定性から和菓子、洋菓子への利用が可能で

あると考えられたが、製品内部で有色米を使用して

いない部分に、色移りすることがあるので、注意が

必要と考えられた。

「朝紫J["ベニロマン」の玄米と、精白米を混合し

て製造したレトルト米飯は、吸水持の重量で有色米

を2割加えれば良女子な色調を示したが、抗酸化性は

強くなかった。このため抗酸化性の強い商品を開発

するには、有色米玄米の色素量を考慮しつつ、レシ

ピの有色米玄米の分量を再検討する必要があった。
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