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水稲低アミロース品種「里のゆき」の

食味官能からみたブレンド適性

今川彰教 ・中場 勝 ・松田裕之

(山形県農業総合研究センター農業生産技術試験場庄内支場)

Blending Aptitude of Low-Amylose Rice “SATONOYUKI" in terms of Eating Quality 

Akinori IMAGAWA， Masaru CHUBA and Hiroyuki MATSUDA 

(Yamagata General Agr i cul tural Research Center Department of Agro-Product i on Sci ence， Shona i Branch) 

1 はじめに

山形県では水稲低アミロース品種「里のゆきJが平成

16年認定品種に採用された 1) 里のゆき」の特徴は、

登熱温度によるアミロース含有率の変動が少なく、玄米

の白濁程度が小さいことである。また、当場で、行った食

味官能試験の結果では単品の食味評価が「ミルキークイ

ーン」並である。品質が安定し、食味に優れることから

平成 18年産から単品販売が開始されている。今後の販路

拡大に向けて、「里のゆき」と県産米をベース品種とした

ブレンド米について、ベース品種との食味適性、精米の

外観、ブレンド比率について検討を行ったので報告する。

2鼠験方法

(1)ベース品種との食味適性

供試した品種はいずれも山形県鶴岡産で、基準米は

「はえぬき」とした。ベース品種は「コシヒカリ」、「は

えぬきJ、「ひとめぼれJ、「あきたこまち」を用いた。ブ

レンド比率はベース品種に「里のゆきJを 50先加えたも

のとした。ベース品種を単品で食味比較した結果は「コ

シヒカリ Jが外観でやや優り、 他の品種は基準並であっ

た。食味官能試験は炊飯 20分後、炊飯後 6時間保温、お

にぎりで実施し、加水量は基準1.31、その他1.29倍と

した。

(2)ブレンド米の外観評価

基準米は「はえぬきJに「たきたてj を 20覧加えたも

のを用いた。プレンド米は「はえぬきJに「里のゆきJ

をそれぞれ 0弘10弘20弘40弘100協加えて作成し、 パネラ

ー20人により外観を判定した。(有意差:5%*、1%**) 

(3)ブレンド比率による食味判定への影響

プレンド米は「はえぬき」に「里のゆきJをそれぞれ

0弘10弘20覧， 40出， 100話加えて作成した。また、加水量はそ

れぞれ1.31、1.30、1.28、1.26倍とした。(有意差:5%*、

1% **) 

3鼠 験結果及び考察

(1)ベース品種との適性

①炊飯 20分後

食味総合評価の有意差はなかった。「コ シヒカリ」ベー

ス、「ひとめぼれJベースでは粘りが強く、「はえぬきJ

ベースは炊き上がりが硬い傾向が見られた(表1)。

②炊飯後 6時間保温

「あきたこま ち」ベースで総合評価が劣った。外観の

黄色味が強くなり、味が低下したためと考えられる(表

1)。

③おにぎり

「コシヒカリ」 ベース、 「あきたこまちJベースで柔

らかくなった。「あきたこまちJベース以外では粘りが強

くなった。おにぎりでは光沢や香りが優れることから「は

えぬきJベースが良い結果となった(表1)。

以上からベース品種との適性を検討した結果、単品で

やや炊き上がりの硬い「はえぬきj との相性が最も良い

と考えられた。

(2)ブレンド米の外観

「里のゆきJ100覧でも基準米に対して有意水準 l犯で白

未熟粒や白濁が少なく、外観が良好であった(表 2)。

(3) ブレンド比率による影響

「里のゆき」をブレンドすることで炊飯光沢が良好に

なる傾向が見られた。ブレンド比率が 40話以上になって

も硬さが低下せず、外観、香り、味に悪影響を与えなか

った(表 3)。

4まとめ

「里のゆき」をブレンドする場合、ベース品種は「は

えぬき」との相性が良い。ブレンド米の外観は白未熟粒

や白濁が少なく良好である。また、ブレンド比率は 40犯

でも外観、香り、味に悪影響を与えない。

以上から、「里のゆき」のブレンド適性は高く、一般

家庭向けのブレンド商品として販売可能と考えられる。
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表1 ベース品種毎の食味官能試験(2005年)

1.炊飯~よ後
ベース品種 コシヒカリ はえぬ害 ひzめii'れ ~害たこ~

評価 償制区聞の推定者証 評価 情輯E聞の被定緩 評価 {!帽E聞の推定埴 評価 情帽区聞の維定域

総合 0.06 :1:0.34 0.25 :1:0.34 O. 13 :1:0.34 -0. 13 :1:0.34 
炊飯光沢 0.06 :1:0.14 0.06 :1:0.14 0.13 :1:0. 14 O. 13 :1:0.14 
外観 一O.13 :1:0.23 O. 19 :1:0.23 0.06 :1:0.23 一0.06 :1:0.23 
香り O. 13 :1:0.25 一O.13 :1:0.25 -0. 13 :1:0.25 -0. 13 :1:0.25 
味 0.00 :1:0.30 一O.13 :1:0.30 0.13 :1:0.30 -0. 19 :1:0.30 
粘り 0.56 * :1:0.34 -0.06 :1:0.34 0.44 * :1:0.34 0.25 :1:0.34 
硬さ 0.00 :1:0.25 0.31 * :1:0.25 -0.13 :1:0.25 O. 13 :1:0.25 
2.炊飯後6h保温
ベース品種 コシヒカリ はえ毘害 ひzめM ~害?三こ空宅

評価 信頼匡聞の維定域 評価 惜頼匹聞の権定犠 評価 信頼匡聞の推定緩 評価 惜輔区聞の推定域

総合 0.06 :1:0.35 -0. 13 :1:0.35 -0. 13 :1:0.35 -0.44 * :1:0.35 
炊飯光沢 0.06 :1:0.13 0.00 :1:0.13 0.00 :1:0. 13 一0.06 :1:0. 13 
外観 一0.06 :1:0.21 0.25 * :1:0.21 -0.13 :1:0.21 一0.50ホ* :1:0.21 
香り 一O.13 :1:0.21 一0.06 :1:0.21 0.00 :1:0.21 ーO.19 :1:0.21 
味 0.06 :1:0.33 0.00 :1:0.33 -0. 19 :1:0.33 -0.50 * :1:0.33 
t占り 0.25 :1:0.33 O. 19 :1:0.33 0.19 :1:0.33 ーO.19 :1:0.33 
硬さ -0. 13 :1:0.24 -0.06 :1:0.24 一0.31* :1:0.24 0.31 * :1:0.24 
3.おにぎり
ベース品種 コシヒカリ はえ毘害 ひZめrnで ~害'1f-こ主宅

評価 信頼匹聞の維定調度 評価 信欄匹聞の推定蟻 評価 惜帽匡聞の推定織 評価 信頼巨聞の推定域

総合 0.00 :1:0.30 0.00 :1:0.30 0.06 :1:0.30 一0.25 :1:0.30 
炊飯光沢 0.00 :1:0.12 O. 19キ :1:0.12 0.06 :1:0. 12 0.31 ** :1:0. 12 
外観 0.06 :1: O. 21 一0.06 :1:0.21 -0. 13 :1:0.21 一0.44** :1:0.21 
香り -0.06 :1: O. 17 0.19牢 :1: O. 17 -0.31 * :1:0. 17 -0. 13 :1:0. 17 
味 O. 13 :1:0.31 0.00 :1:0.31 -0. 13 :1:0.31 一0.25 :1:0.31 
ま占り 0.69 * :1:0.36 0.44 * :1:0.36 0.63 * :1:0.36 0.06 :1:0.36 
硬さ -0.25 * :1:0.23 一O.13 :1:0.23 一O.19 :1:0.23 一0.56** :1:0.23 
注)全て2005年庄内支場産米を使用。パネフーは20人

事_0-.. -oJ/ I-P9l，t -V./J1¥/，圃『、‘..vv..... I / 

ブレンド 0見 10% 20% 40免 100免
比率(免) 評価 f!鯛区聞の権定犠 評価 {書噺区間の錐定犠 評価 {I願区聞の錐定犠 評価 信領区間の健定犠 評価 f!領区間の維lI'犠

白未熟粒 1. 50 ** :1:0.28 1. 00 ** 土0.27 1. 25 ** 土0.27 0.75 ** :1:0.28 0.75 ** :1:0.26 

白濁 2.00 ** :1:0.27 1. 25 ** :1:0.26 1. 38 ** :1:0.26 1. 00 ** 士0.27 1. 00 ** :1:0.38 

注)2006年庄内支場産米を使用。ベース品種 ・はえぬき 基準米:はえぬき80%+たきたて20免
自粒:少なし、3，..，...ー3多い 白濁 . 透明3~-3濁っている
パネラーは20人

.~- ‘~ I ，..， f 目、. -，、ー屯与"、/ -‘圃，、，、~ ， 

ブレンド 10% 20% 40免 100% 
比率(%) 評価 信頼区聞の推定犠 評価 惜頼区聞の推定埴 評価 信頼区聞の雄定場 評価 信頼匡聞の推定域

立市公E、l口h、 -0. 13 :1:0.35 0.06 :1:0.29 0.06 :1:0.35 0.06 :1:0.29 
炊飯光沢 0.13 * :1:0. 12 -0.06 :1:0.13 0.19 * :1:0.12 0.31 ** :1:0.13 
外観 0.13 士0.20 一0.13 :1:0.24 0.13 :1:0.20 0.06 :1:0.24 
香り 0.00 :1:0. 18 0.00 :1:0.15 -0. 13 :1:0.18 0.19牢 :1:0.15 
味 0.00 :1: 0.26 -0. 06 :1:0.27 一0.06 士0.26 -0.06 士0.27
粘り -0.06 :1:0.37 -0. 19 :1:0.26 0.31 :1:0.37 0.63 ** :1:0.26 
硬さ O. 13 士0.24 -0.06 :1:0.25 一0.06 :1: 0.24 -0. 19 :1:0.25 
注)2006年産丙支房雇来を使用。ベース品種:はえぬき 基準米:はえぬき80%+たきたて20覧

パネラーは20人
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