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近赤外分光法による米デンプンの消化性と
グリセミック・インデ、ックスの推定

大津実 1，2).井上直人 口)

(1)群馬県農業技術センター 2)信州大学大学院総合工学研究科 3)信州大学農学部)

要旨 米デンプンの αーアミラーゼによる消化特性とグリセミック ・インデックス (GI) を簡易に測定するため，近

赤外分光 (NIR)法に よる推定精度について検討した検量線の作成は 部分最小2乗法による回帰分析 (PLS)で

行った. NIR法による推定の実用性評価は，推定値の標準誤差を検定試料の分布範囲と比較した EI法，および予測

標準誤差を検定試料の標準偏差と比較した RPD‘法を用いて行った 米デンプンの消化特性は 3つのパラメーターを

持った非線形式で表現した そのパラメーターは，加熱前処理に由来する分解物の割合(パラメーター a)，αーアミラ

ーゼの作用に由来する消化物の割合(同 b)，消化速度(同 c)である GI はinvitroで評価した GI(EGI)を用いた

NIR法による簡易測定は，パラメーター cおよびEGIの推定において実用性があると判断された その精度は遺伝資

源にランクをつけるような一次スクリーニングに適用できるレベルであった このことから， NIR法による簡易測定

は，米デンプンの消化速度が遅く， GIの低いイネ品種を選抜するのに有効と考えられたまた，推定精度の向上の

ためには，イネの生態型や生産地によって試料を分けることが有効なことも示唆された.

キーワード ・近赤外分光法，グリセミック・インデックス，米，消化速度，デンプン消化ー

グリセ ミック ・インデックス (GI)は，食後血糖値の変

化の様子に着目して糖の質を示す指標の一つである. GI 

はJenkinsら(1981)によって提唱された概念で¥糖尿病

のリスク軽減に最適な食品を決める指標として利用するこ

とが提案されている.糖尿病の患者にとって好ましい食品

は，食後血糖の上昇が緩やかな食品である. GIは個々の

食品の炭水化物がどのように血糖値に影響を与えるかにつ

いてわかりやすく示すのに有効な方法である.食後血糖の

上昇下降の程度は，糖質の量が同じ食品でも糖の構造や種

類によって異なっている.従来糖尿病の栄養指導は食品

に含まれる糖質の量を基礎として行われてきたそれに対

し， GIは食品に含まれる糖質の血糖値への影響の違いに

着目し食品を分類する新しい考え方であり，その活用が推

奨される理由の一つは，食後血糖値の変化がインスリンの

食後上昇パターンを支配するため， GIを参考に食品を選

択することによってインスリン分泌を抑制できるためであ

る したがって， GIは生活習慣病を予防したか健康増

進を図ったりするために，毎日の食事管理の中で上手に活

用されることが期待されている.食事管理は糖尿病や高脂

血症などの代謝疾患を患う人たちにとって重要であり， GI 

の低い食品を用いることが有効である (Woleverand 

Mehling 2002). 

食品の GIは，その食品を摂取した後に 2時間以上にわ

たり被験者から血液を採取し血糖値を測定し，得られた血

糖値上昇曲線の下の面積を基準食品のそれと比較すること

で算出される.アミロース含量や製品形態の異なる米製品

における GIは64-93の範囲に分布し，小麦パスタの 58，

オートミールの 58，圧偏した大麦の 66に比べその値が大

きい(Millerら1992) そのため，米は高 GI食品に分類さ

れている.また，白米と玄米の GIの値には，大きな違い

が認められなかったとされている (Millerら1992).in 

vitroにおける GIの測定については， Goniら (1997)の報

告がある.この方法は酵素消化に基づく方法である.試料

にαーアミラーゼを作用させそれにより生成したグルコー

スを経時的に定量することで消化曲線を作成し，そこで得

られた消化率と消化速度をパラメー ターとして GIを算出

するものである • in vitroで算出した米の GI(EGI)に関し

ては，この方法に基づき検討した報告がいくつかある (Frei

ら2∞'3，Huら2004，大津・井上 2007). それに よると，

米の EGIには品種間差異があり，アミロース含量の高い品

種でその値は低く，嬬品種でその値は高くなる傾向が示さ

れている Goniら (1997)の方法は，試料が少量で測定で

きるという利点がある反面 操作が煩雑で測定に時間を要

するなどの問題点がある 一方，近赤外分光 (NIR)法は，

穀物の成分含量を迅速に分析する手法としてアメリカやカ

ナダでは小麦の水分含量や蛋白質含量を測定する公定法と

して採用されているだけでなく，米の理化学特性や食味評

価にも活用されている (竹生 1995，大坪 1996) また，米

デンプンに関しては，稲津 (1988)や恩田ら (1994)の報

告があり，デンプンの糊化度の定量について検討 ・活用さ

れている.これらのことから， NIR法は，米デンプンのα・

アミラーゼによる消化特性や EGIの簡易推定に活用できる

と推測されると同時に，食味評価も含めた米の総合評価が

可能と考えられる.そこで本研究では，米デンプンのαー

アミラーゼによる消化に関わる要因と EGIについて NIR

法による推定を行い，その精度について検討した
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材料と方法

1.供試材料

供試材料は， 2006年と 2∞7年に群馬県農業技術センター

で栽培された品種・系統である 検量線の作成には 2006

年産の 78品種 ・系統を作成した検量線を用いた一次ス

クリーニングには， 2007年産の 157品種・系統を供試した

これらは信州大学と群馬県農業技術センターの保存品種の

中から有色米を除き無作為に選定したものである

2 試料の調整

収穫した籾は日陰で風乾した後に籾摺りし，得られた玄

米を1.7mmの縦目簡を用いて精選した玄米の粉砕は，

236μm径のスクリーンを装着したテストミル (Quadrurnat 

Junoir，ブラベンダ一社)を用いて行い，それをデンプン

消化率と近赤外反射スペクトルの測定用試料とした

3.方法

(1)α.アミラーゼによるデンプン消化率の測定

a-アミラーゼによるデンプン消化率の測定は，大津 ・井

上 (2008) の方法で行ったすなわち 100mgの試料に

20mLの O.lMマレイン酸緩衝液 (pH6.0) を加え，

105t， 10分間，オートクレーブで加熱した試料を用いて

行った試料はオートクレーブで加熱後に37tまで放冷し

ブタ勝臓αーアミラーゼ(メガ、ザイム社， EC 3 . 2.1. 1) O. 09 

Uを加え，振とう (200叩m)しながら 37tでインキユベー

トした 振とう開始から 0，30， 60， 120， 240分後に各々 0.4

mLずつをマイクロチューブに分取した その後， αーアミ

ラーゼを失活させるために サンプルをただちに 1oot，5 

分間加熱処理した次に遠心分離 (12∞orpm， 5分間)を

行い，その上清からサンプル 0.1mLを取り出し， 0.37 

mLの0.4M酢酸緩衝液 (pH4.5)とアミ ログルコシダー

ゼ (E-品 ifGDF，メガザイム杜， EC 3 . 2.1. 3) O. 1 Uを加

え60t，45分反応させてグルコースに分解した グルコー

スはグルコースオキシダーゼ-パーオキシダーゼ法で定量

した 各試料の分析は 2反復で行った デンプンの消化率

は，井上・山本 (1992)が推奨する のrskovand McDonald 

(1979)の非線形回帰式に当てはめて 3つのパラメーター

に要約して表すこととしたこのモデル式はデンプンの消

化率を最も簡易に表現できるものである.

Yt=a+b (I-e-ct) 

ここで tは消化時間. Yt はt時間消化したときのデンプ

ンの消化率 (%). a， b， cは定数である. aは試料の加熱

前処理によって生じたデンプン分解物の総デンプンに対す

る割合(%)， bは総デンプンに対する αーア ミラーゼの作

用によるデンプンの消化割合(%). cはαーア ミラ ーゼに

よるデンプンの消化速度を表している a， b. cの算出は

統計ソフト STATISTICAを使用し 準ニュートン法による

非線形最小2乗法で行った

(2) in vitro ;去による GI(EGI)の算出

EGIの値は Go副ら (1997)のモデJレにあてはめて算出

した.

EGI = 39 . 71 + [0 . 549 x加水分解指数 (HI)J 

ここで， HIは各サンプルの加水分解曲線下面積 (AUC)

の基準食品(白パン)の AUCに対する比率 [HI=各サン

プルの AUCI基準食品(白パン)の AUCJ を示している

また， AUCは以下の式により算出した

AUC = b (~ ーら) 一 (b lc)[l-e却[-c (~ ーら)JJ

ここで， ~は 180 分， toはO分， b， cは非線形モデルの

パラメーターを示している

(3)スペクトルの測定

スペクトルの測定は，近赤外分光分析装置NIR65ooHON

(ニレコ社)を用いて行った 玄米粉試料を試料セルに充

填し， 1l00~25oo nmの波長領域において 2nm間隔でス

ペクトルを測定した装置仕様における測定繰り返し精度

は::t0.3%以内である スペクトルデータは分光走査を 50

回行い，それらの平均値を用いたー次に，測定したスペク

トルを付属ソフトによりセグメント 20nm.ギャップOnm

の条件で二次微分変換した

(4)近赤外分光 (NIR)法による検量線の作成

78 品種・系統のスペクトルデータのうち 52~54 品種・

系統のデータを検量線の作成に用いた.残りのスベクトル

データは検量線の検証用試料とした これらは各成分項目

ごとに全体の分布を調べ，検量線作成用試料と有効性の検

証用試料の分析値にかたよりが出ないように均等に振り分

けたものである.検量線の作成は， 2次微分スペクトルを

用い，添付の統計解析ソフト NSASによる部分最小2乗法

による回帰分析 (PLS法)によって行った PLS法は主成

分分析 (PCR)法を発展させたもので，データに内在する

仮想的な変量を因子とし 目的特性と相関の高い因子が順

番に抽出されてくる ここにおける因子は PCR法の主成

分に相当するものである PLS法では，目的特性と相関の

高い因子から順番に抽出されてくることから，十分な性能

を有する検量線が得られるまで因子の抽出を繰り返せばよ

く，因子の取捨選択が不要なところにその特徴がある.

PLS法はノイズの多いデータを用いた場合には PCR法よ

りも良好な結果が得られることが多いとされているため，

利用例が増加している (岩元ら 1994) なお，検量線作成

においては，重相関係数 (r)が大きく，検量線の標準誤

差 (SEC)が小さいものを選択した

(5)検量線の有効性の検証

作成した検量線の有効性白検定用に用意した 25~27

品種 ・系統を用いて検証した.検定用試料の選定は，検量

線作成の項で述べたとおりである 検量線の精度評価は，

NIR法で得られた推定値と化学分析値との相関 (r)が大

きく，検定用試料における化学分析値と近赤外推定値との

残誼の標準誤差 (SEP)が最も小さいものを最適とした

また，検量線の実用性については，水野ら (1988)の提唱
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第 1表 供試した試料のαーアミラーゼによる消化率のパラメーター

検量線作成用試料 検量線検定期試料

項 目 n 最小値 最大値 平均値 標準偏差 n 最小値 最大値 平均値 標準偏差

ノfラメータ -a 54 9.2 28.7 19.0 4.91 25 9.9 24.8 17.8 4.12 

ノfラメーター b 54 48.7 75.4 61. 4 5.64 25 52.2 78.0 61. 5 6.33 

ノTラメーター c 52 0.018 0.085 0.042 0.002 27 0.02 0.075 0.04 0.002 

EGI 53 73.2 99.2 83.2 6.11 26 73.5 97.2 82.6 6.10 

パラメ ーターa，b. c は非線形モテソレ式 Y，= a+b (1-e<t)に当てはめたときの定数を示す ここで，Ytは消化時間 tにおけるデンプンの

消化率を示しパラメータ -aは試料の加熱前処理によって生じたデンプン分解物の総デンプンに対する割合(%)，同 bは総デンプンに

対する αーア ミラーゼの作用によるデンプンの消化割合 (%)同cはデンプン消化速度に相当する EGIはinvitro法で算出した GIを示す

検量線作成

第 2表検量線作成と実用性評価結果

検量線検定 実用性評価

項目 要因数 r SEC 

(%) 

r SEP ノfイアス EI RPD 

(%) (%) (%) (ランク)

ノTラメータ -a 5 0.71 3.64 0.3ゆ 4.70 1.47 63.1 (E) 0.87 

ノTラメーター b 8 0 . 74 4.09 0.68 4. 71 1 .27 36.5 (C) 1. 35 

ノTラメーター c 8 0 . 91 0 . 01 0 . 89 0 . 01 0 . 00 27 . 3 (C) 2 . 18 

EGI 8 0 . 89 3 . 04 0 . 77 3 . 91 0 . 89 33 . 0 (C) 1. 56 

パラメータ-a， b， Cは非線形モデ勺レ式Yt= a+b (l-e<t)に当てはめたときの定数を示す. ここで， Ytは消化時間 tにおけるデンプンの

消化率を示しパラメータ -aは試料の加熱前処理によって生じたデンプン分解物の総デンプンに対する割合 (%)，向 bは総デンプンに

対する αーア ミラーゼの作用によるデンプンの消化割合(%) 同cはデンプン消化速度に相当する EGIはinvitro法で算出した GIを示す

rは相関係数， SECは検量線作成における標準誤差， SEPは検量線検定における標準誤差を示す

EIは2x SEP /レン ジx100 (%)で与えられる 0~12. 4%でA (実用性極めて高い)，12. 5~24 . 9 %で B (実用性高い)，25.0~ 

37.4%でC(実用性中程度)，37. 5~49 . 9%でD (実用性乏しい)， 50.0%以上で E(実用性極めて乏しい)にランク区分される。

RPDは検定試料群の SD/SEPで与えられ，2.5以上でスク リーニングで使える精度とされる

する EI法 (Evaluationindex)と，Williams and Soberihg (1993) 

の RPD法を用いて判断した. EI法は近赤外推定値の標準

誤差を検定用試料の分析値の分布範囲と比較したもので，

標準誤差が同じであれば検定用試料の分布範囲が広い方が

実用的な価値は高いという考えに基づいた評価指標であ

る. EI値は次式， EI = 2 x SDP / (検定用試料の分布幅)x 

100 (%)で与えられる ここで， SDPはバイアス補正後

の予測誤差を示し Me1chigerら (1986)の SEPと同じ内容

である そして，実用性の指標を A-Eの 5段階にランク

区分している(水野ら 1988).A (EIが 0-12.4%) は実

用性が極めて高い， B(同 12.5-24.9%)は実用性が高い，

c (同 25.0-37.4%) は実用性が中程度， D (同 37.5-

49.9%) は実用性が乏しい. E (同 50.0%以上)は実用

性が極めて乏しいである RPD値は検定試料の標準偏差

(SD)をSEPで除したもので RPD= SD/SEPで与えら

れる RPD値は 8.0以上で化学分析と同等の実用性， 5.0 

-7.9で品質管理分析相当. 3.1-4.9で満足できるスク

リーニング， '2.5-3.0でラフなスクリーニングに適用で

きるとされる (Williamsand Soberihg 1993) 

結 果

1 供試材料のα・アミラーゼによる消化特性

検量線作成用試料および、検量線検定用試料のαーアミラー

ゼによる消化特性に関する試験結果を第 1表に示した こ

こで¥パラメータ -aは試料の加熱前処理によ って生じた

デンプン分解物の総デンプンに対する割合 (%).同 bは

総デンプンに対するルアミラーゼの作用によるデンプンの

消化割合(%)，同 cはαーアミラーゼによるデンプンの消

化速度を表している.これによると，パラメータ -aは 9.2

-28.7，同 bは 48.7-78.O.同cはo. 018-0 . 085， EGI 

は 73.2-99.2の範囲に分布していた

2 検量線の検定結果

検量線の作成結果を第2表に示した 作成した検量線を

検定試料により検定しところ，パラメ ーター aのrとSEP

は，各々 0.30，4.70であり rが非常に小さかった パラ

メーター bの結果は，各々 0.68，4.71であった.パラメー

ター bのrは同 aよりも大きかったが.SEPは同程度であっ

たパラメータ -cの結果は，各々 o. 89， O. 01， EGIの

結果は，各々 0.77.3.91であった (第 1図).パラメータ-

cとEGIの検量線は，パラメーター aや同 bに比べ rが大
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第 1図 パラメータ-cとEGIにおける近赤外分析値と化学分析値との関係

パラメーター cの化学分析値は非線形モデル式 Y，=a+b(l-e-ct)に当てはめたときの定数を示す ここで， Y，は

消化時間 tにおけるデンプンの消化率を示し，パラメータ-aは試料の加熱前処理によ って生じたデンプン分解物

の総デンプンに対する割合 (%)， 同bは総デンプンに対する αーアミラーゼの作用によるデンプンの消化割合(%)，

問cはデンプン消化速度に相当する EGIの化学分析値は invitro法で算出した GIを示す

rは相関係数， SEPは予測標準誤差を示す

化学分析値

NIR法によるパラメーター cとEGIの測定結果第3表SEPが小さい結果であった

89.6 a 

84，5 b 

78.8 c 

パラメーター cはデンプン消化速度 EGIはinvitro法で算出した

GIを示す.

数値横の異なる文字問には 1%水準で有意差があることを示す (補

正テューキ一法)

米デンプンのα，アミラーゼによる消化特性は，試料のア

ミロース含量や糊化特性などの要因によ って変動する

(Goddardら1984，大津・井上 2007，大津・井上 2008).

Millerら (1992)はアミロース含量や製品形態の異なる米

製品における GI は 64~93 の範囲に分布していたと報告し

ている.本報告での EGIは73.2~99. 2の範囲であった.

一般的に検量線の作成においては，分析項目が広い範囲に

分布している必要があるとされている(尾崎 ・河田 1996). 

本報告における分布範囲は， Millerら(1992)の約 90%に

相当し，十分に大きな分散を有していると考えられた.

検量線の作成に用いた PLS法は，連続したスペクトル

データの中から，目的変数と相関の高い因子を説明変数と

して順番に抽出し回帰式を作成する方法である.そのため，

ノイズの多いデータを用いた場合にも良好な結果が得られ

ることが多いとされている(岩元ら 1994).水分や蛋白質

含量のような成分値ではなく，デンプンのαーアミラーゼに

EGI 

92.7 a 

ノTラメーター c

0.67 a 

0.62 a 

0.47b 

0.30 c 

察考

項目

もち米 (n=l1)

低アミロース米 (n=9)

うるち米 (n=105)

高アミロース米 (n=32)

きく ，

3.検量線の実用性評価

検量線の実用性を EI法と RPD法で検討した

(1) EI法による実用性評価

パラメ ーター aのEI値は 63.1%であり，実用性評価は

Eランク(実用性がきわめて乏しい)であった.パラメー

ター bは36.5%でCランク(実用性が中程度)，パラメー

ター cは27.3%でCランク， EGI は33.0%でCランクで

あった.

(2) RPD法による実用性評価

RPD法に よる実用性の評価では，その値が2.5以上で

実用レベルで使える精度といえる.パラメータ -aのRPD

イ直は0.87，ノTラメーターbは1.35，ノfラメーターcは2.18，

EGIは 1.56であった RPDイ直は，パラメータ-a， 同b，

同cおよびEGIのいずれにおいても 2.5に届かなかった

(第2表)• 

4. NIR 5去による推定値とアミロースタイプの関係

パラメーター cとEGIの検量線を使って一次スク リーニ

ングを試みた その結果をアミロースタイプ別に整理する

(第3表)と， NIR法で推定されたパラメータ ーcの平均

値は， もち米が0.67，低アミ ロース米が0.62，うるち米

が 0.47，高アミ ロース米が0.30であったうるち米と比

較すると， もち米や低アミロース米のパラメーター cは有

意に大きく，また高アミロース米は有意に小さくなってい

た. EGIの平均値は， もち米が 92.7，低アミロース米が

89.6，うるち米が84.5，高アミロース米が78.8となり，

同様の傾向が認められた
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第4表 日本産ジヤボニカ品種の PLS法による検量線作成結果

全試料 (n=78) 日本産ジャポニカ品種 (n=21)

項目 要因数 SEC SECV 要因数 r SEC SECV 

ノTラメータ -a 3 0.58 3.90 4.78 1 0.32 3.66 4.63 

ノfラメーター b 3 0.60 4.78 6.80 3 0.77 3.35 4.26 

ノTラメーター c 7 0.89 0.01 0.00 3 0.82 0.01 0.00 

EGI 3 0.72 4.28 5.68 3 0.82 2.83 3.11 

パラメータ-a， b， Cは非線形モデル式Yt= a+b (l_e-ct) に当てはめたときの定数を示す ここで， Ytは消化時間 tにおけ

るデンプンの消化率を示し，パラメータ -aは試料の加熱前処理によ って生じたデンプン分解物の総デンプンに対する割合

(%に 同bは総デンプンに対する αーアミラーゼによるデンプンの消化割合 (%)，同 cはデンプン消化速度に相当する EGI 

はinvitro i法で算出した GIを示す

rは相関係数， SECは検量線作成における標準誤差， SECVはクロスバリデーシ ョンにおける標準誤差を示す スペクトル

の前処理は 2次微分による

よる消化性のようなパラメーターの推定に際しては， PLS 

法が有効であると考えられる.

検量線の実用性評価は. EI法と RPD法の 2つの方法で

行った. EI法は近赤外推定値の標準誤差を検定用試料の分

析値の分布範囲と比較したもので，ホールクロップサイ

レージの栄養評価(井上ら 1990)などに活用されている.

RPD法は検定試料の標準偏差 (SD)とSEPを比較したも

ので，食物繊維の測定における実用性の評価(清水ら

2002)などに活用されている.

パラメータ -aは試料の加熱前処理によって生じたデン

プン分解物の総デンプンに対する割合であり， αーアミラー

ゼの作用による消化とは直接関係ない. しかしながら，パ

ラメータ -aとEGIとの聞には何らかの関係があると示唆

されている(大津 ・井上 2007).作成したパラメータ -a

の検量線の実用性は. EI法でEランク. RPD法でも RPD
値が 2.5に届いておらず 両法ともに実用性なしの判定

であった. したがって. NIR法によるパラメータ -aの推

定は困難と考えられた.

パラメーター bは総デンプンに対する αーアミラーゼの作

用によるデンプン消化割合 パラメーター cはαーアミラー

ゼによるデンプンの消化速度. EGIはinvitro法で算出し

たGIを表している これらの検量線の実用性は. EI法で

はいずれも Cランクで実用性ありと判定された. しかしな

がら. RPD法ではいずれも RPD値が2.5に届かず実用性

なしと判定され. 2つの判定方法で異なる結果となった

そこで，この結果を判断するために Kuoら (2002)の報告

を参考にしたその報告は NIR法を用いて米の食味評価を

検討したもので. NIR法は食味の大まかな評価への適用が

可能としている 米の食味は成分値ではなく，本稿におけ

るαーアミラーゼによるデンプンの消イヒ性と同様なパラメー

ターである.この食味評価値における検量線を EI法と

RPD法で判定すると. EI値が 33.0%でCランク. RPD 
値が 1.42となり. EI法では実用性あり. RPD法では実用

性なしと判定されたそこで この EI値と RPD値を指標

にしてパラメーター b.同CおよびEGIの検量線の実用性

を比較すると，パラメーター bはEI値が36.5%. RPD値

が 1.35であり，実用性は劣り，パラメーター cはEI値が

27.3%. RPD値が 2.18であり. EGIはEI値が 33.0%.

RPD値が 1.56であることから，食味評価と同様に大まか

な評価には適用可能と考えられる. したがって.NIR法に

よるパラメーター bの推定は困難，パラメータ -cとEGI
については，精度の高い定量は困難で、あるものの，稲育種

システムにおける一次スクリーニングなどには適用可能と

考えられた この検量線を用いて一次スク リーニングを試

みた結果(第3表)では，うるち米と比較すると，パラメー

ター CとEGIともにもち米や低アミロース米で有意に大き

く，また高アミロース米は有意に小さくなっていた これ

は，化学分析の結果 (Freiら2∞3.Huら2004.大津 ・井

上 2007)と同様の傾向である.このことからもパラメータ-

CとEGIの検量線は，一次スクリーニングには適用できる

と考えられる

一般的に検量線の作成において，分析対象項目は広い分

布を持つことが必要とされている (尾崎 ・河田 1996).そ

のため，今回の評価では，アジア， 北米，南米等を含む広

範な地域の品種 ・系統を供試した しかしながら，米の形

態や物理化学的な特性はイネの品種や粒質タイプにより大

きく異なる.そこで. NIR法による推定精度を高めるため

にはイネの生態型や生産地域などを限定することが有効な

のではと考え， 日本産ジャホ。ニカ品種のみで検量線を作成

した その検量線は，全試料を用いて作成した検量線と比

較すると SECやSECV(ク ロスバリデーションの標準誤

差)が小さくなる傾向が認められた(第4表) このこと

から，米の生態型や生産地域を限定することが，推定精度

向上のために有効である可能性が示唆された.

また水分や蛋白質含量のような測定技術が確立された

成分においても，複数年の試料による検量線作成を行わな

ければバイアスの発生と大きな SEPが観測されることが

ある.本研究で検量線作成に用いた試料は単年度産である

ため，推定精度を向上させるためには，さらに多年度の試

料を加えて検討することが必要と考えられるー

NIR法は. 化学分析法や臨床試験による方法に比べて格

段に簡便でかつ迅速に米デンプンのαーアミラーゼによる消
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化性を推定できる方法である.その適用範囲の限界を把握

したうえで，長所を十分に生かした活用が望まれる
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Estimation of Starch Digestion Pattern and Glyc阻止 Index of Rice hy Near Infrared Refrectance Spectroscopy : Minoru 

OSAWAリ)and Naoto INOUE2，3) (l)Gunma Agr. Tech. Cent・，Maebashi，白4ηma371-0002， japan ;勺nterdisゆlinaryGrad. Sch. of Sci. and 

Tech. Shinshu Univ. /)Fac. Agr. Shinshu Univ.) 
Abs住'act:Near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) was applied to develop a conventional method for estimating the 

glycemic index (GI) and starch digestion pattem wi出 α剖 nylぉeof brown-rice flour. The digestion pattem was expressed by a 

non-linear equation including 3 parameters， "pararneter a"出atexpresses出edigestible fraction by prepared heat treatrnent， 

"parame前 b"t hat expresses the amount of digestible仕actionduring digestion凶als，and "parameter c' that expresses the starch 

hydrolysis rate. The GI value was expressed by出eEGI obtained from the in vitro starch digestion trial. The accuracy of the 

validation was evaluated by出eevalua臼onindex and the ratio of standard deviation of reference data in prediction sample set to 

the standard error of prediction. The results of validation showed that the estimation method by NIRS was useful to estimate出e

value of "parameter c" and EGI and for primary screening of出evarieties in the rice breeding system， suggesting出atit wぉ

useful to select the rice varieties having a lower rate of starch digestion. The results also suggested出at出esample segregation by 

出erice subspecies or production region was useful to improve血eaccuracy of estimation. 

Keywo吋s:Digestion rate， Glycemic index， Near-infrared spectroscopy， Rice， Starch hydrolysis. 
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