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<総 説 >

ポストハーベスト工学から食料@環境@エネルギーをみる

(2) 米のポストハーベスト技術(その 1) 

1.はじめに

わが毘でのポストハーベスト技術を語る上で，

当然，主食である米に関する技術展開実績が大き

し先ずは米のポストハーベスト技術について述

べるべきだろう O 前号で紹介したように，我々の

研究室が1966年に開設された理由は，米を含む主

要農産物の収穫後損失訪止と品質改善を目指した

技術開発・導入が期待されたことによる1)。しか

し，第 2次大戦車後の食糧難を経験し，農政全体

としては量的確保に重点、が置かれ，政府管掌によ

る選択性の乏しい流通であったことは言うまでも

ないだろう。筆者が岩手大学農学部に奉職して間

もない80年代初頭に薫閣を受けた故浅見 修氏

(1日食糧庁OB)が， I今の米は日本人のための

『餌J状態であり， u食品』ではない」と述べられ

ていた通りである。すなわち，政府によって与え

られた米を国民が味や好みで選ぶことはできず，

給餌された餌をただ食べるだけの家畜と何ら変わ

らないと榔撤されたのであった。

北海道では， 1960年代から耐寒性品種の開発・

導入や栽培技術の改善により，稲作は北上し，生

も大きく増大した。それと呼応して全国動向

と悶様に稲収穫以後の機械(熱風乾燥機や籾摺り

機)，そして穀類共同乾燥調製施設・ライスセン

ター (RC)や穀類共同乾燥龍製貯蔵施設・カン

トリーエレベータ (CE)等の施設が導入される

ようになり 2)，それらの合理的な利用方法，また

北海道闇有条件への応用性改善などが求められた。

本号と次号では，既に周知されている北海道での

動向は軽く触れるに習め，それからはみ出したポス
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トハーベスト技術，全国的・国諜的視点からのそれ

と今後の展望等について述べてみようと思う。

2.霊的確保持代のポストハーベスト技術

この時期に活動を始めたわが研究室の主要研究

テーマが米関連のポストハーベスト技術となった

のは至極当たり前と言えるだろう。その結果，北

海道における RCやCEの利用技術開発，またそ

こで扱われる米の品費評髄技術(ただし，量的確

保の視点から〉について先導的な役割を演じてき

たことは前号で紹介した通りである1)。恩師の故

吉田富穂先生や先輩諸兄からは， 60年代の八郎潟

干拓事業に伴う CE建設のためのパイロット事業

に参画した経験がその原点であると聞いている。

ここで，東大，東京教育大(環筑波大)のスタッ

フと共に，大型施設における米ハンドリングに不

可欠となる品質モニタリング，米の物理特性計測

(例えば胴割れ判定)等の知識・技術を習得でき

たそうである O

1)わが国における設備改良商での進歩

この時代のポストハーベスト関連装置技術の代

表的成果はテンパワング機能を備えた循環型乾燥

機(60年代)と全金属製揺動選別機を備えたコンパ

クトな籾摺り機(70年代)の登場と言え，それを得

て上記共乾施設が生まれたことにあるだろう3)。

わが研究室のこれらへの一番の貢献は，当時導入

されだした通鼠機能を持った角型貯留どンである

ドライストア (Dry& Storage Bin)に注目し，

それを用いた半乾貯留方式(生籾を一旦18%前後

の水分まで乾燥〉の推奨にあるだろう。これによっ

てもみの受入れが短期間で大量に集中するのを由

避しつつ籾品質低下を防止し，貯留可能期間をフ

レキシブルに調節できるようになったのである4)。
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これは70年代前半に建設された唯一のドライスト

ア方式CEC間撮管内鵡川町)にもつながったの。

また北海道特有の諜題であった厳冬賠におけるド

ライストア内結露を防止するための断熱処理導

入6)がある。これらは北海道に留まらず東北，北

控地方のような比較的寒冷地の米所においても活

用された成果であるわ。 1975年に全農から発行さ

れた「ドライストアのてびき」の主要部分にはわ

が研究室の研究成果が大きく引用されていたのも

むりがないと言える8)。筆者の場合は，上記の八

郎潟CEの次世代事業として転作品目である小麦

や大豆の調製のためにドライストア(竪型円筒サ

イロ方式)がメインサイロの横に付設され，その

利用方法開発のために 4年次学生を伴って出張し

た。この時も道立中央農試の農業機械部(当時)

が参加し，連日夜展の逆転した測定作業を敢行し

たことなどは後の研究(例えば上記文献りなど)

にも大きく役立った。

しかしその後間もなく量的不足の時代から一転

して米余りの時代に入り，その対策として減反政

策が北海道でも取り入れられた。全国的にも量か

ら質へ，売れる米へと流れが変化し，それに合わ

せたポストハーベスト技術が求められていくので

ある。

2 )はみ出しポストハーベスト技術一米のパー

ボイリング加工

(1 ) パーボイルドライスとは

米は世界 3大穀物の一つであり，毎年 6信トン

以上の籾が生産され，近年人口増が著しいアフリ

カ，中南米諸国でも生産が増加基諮にあることは

知られている。しかし，その 2割近くの1f:意トン

余りがノfーボイルドライス CParboiledRice)と

呼ばれる伝統的加工米であることを知っているだ

ろうか。パーボイルドライスとは籾を吸水させて

蒸気で蒸した後に乾燥，籾摺り，精米をしたもの

で，熱加工による米粒の硬化による歩留り向上，

および栄養価改善と粘りの低減という稽好性改善

が図れることが分かっている O その加工法をパー

ボイリングといい，起源はインド東部のベンガル

湾地域だとされているの。生産量もその周辺諸国

で多い(図1)。
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rg]1 パーボイルドライスの主要主主震留における
籾生産遼とパーボイルドライス生産翠
(FAOSTAT2001による)

Raw paddy;無処理の籾のこと

その特徴を図 2，こ示すパーボイリング加工フロー

を用いて説明しよう O その加工工程は籾を水に漬

けて吸水させる「浸漬工程J，次に所定の高水分

になった籾を蒸気で蒸し，米デンプンの糊化を促

す「蒸煮工程J，そして水分を減じて貯歳・流通

をし易くする「乾燥工躍Jの3J段階からなる。各

工程での条件や目標値は図 2に示す通りである。

このパーボイル処理は実擦には精米業者が担うの

で，精米工程と蹟結することが多L、。従って 4

段賠のプロセスとみることもできる O 最も重要な

点は，インド型長粒種が精米持の砕粒発生のため

に歩留りが低いのを改善できることにあるo 2番

目の「蒸煮工程」でのデンプンの糊化 (β型から

α型への異性化)と 3番目の「乾燥工程」におき

るでんぷんの部分的再構成(老化)と水分の低減

によって米粒は硬く強闘な構造(従来の剛度にし

て 5kg C処理前)が10kgC処理後)に増加)と

なる。そのために，ほぼ健全な精自粒歩留りの指

標であるヘッドライスイールド(籾基準で測るの

で玄米基準の臼本式歩留りとは異なる)が1O~25

%改善吉れるので増収効果は大き L、。また「蒸煮

工程」でのデンプン糊化がおきることで，パーボ

イルドライスを炊飯すると米飯は硬く，粘りも減

るとされ，粘る米を嫌う消費者(世界の大部分が

これ)には好都合でもある O よってこの処理法は，

粘る新米(インド型米でも新米のうちは結構粘る)

の改善法としても用いられる。加えて「浸漬工程」

での吸水中に玄米表層部の糠属等に含まれる水溶
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性のミネラル，蛋白質等が中心部の腔乳へと移行

し，それらは精米によって失なわれることがない

ので，栄養価が改善される(特にビタミン Blの

増加は有名)ことも知られていた10)。

図2 パーボイリング処獲の工程フローと
水分変化の包安

左側lのフロー:冷水浸淡法(伝統的製法)の例

右側のフロー:滋水浸主主法(陶芸義的改良法)のfJilJ

(2) なぜパーボイルドライスか?

日本人の晴好性とは正反対にあるパーボイルド

ライスなのだが，何故研究されるようになったの

かについて触れよう。第 2次大戦車後の食糧難の

折に主食である米からできるだけ必要栄養を得た

いというニーズがあり，上記のような栄養面での特

識が控目され，大戦中にビルマ(現在のミャンマー)

でパーボイルドライスと遭遇した桜井純一氏が婦

間後わが国に紹介したのが端緒であろう 11)。こ

の加工法を参考に栄養強化米が製造されたそうで

ある O

それが北大のわが研究室で取り上げられたのは

河故か。筆者が大学院に進学する1971年 4月に恩

師故吉田富穂、教授から， この加工米を研究してみ

てはと奨められた。その理由は，競述のように米

余り時代に突入し，当時低品位米の代表とされた

道産米(しおかり，ほうりゅう等々)の買い手が

つかず，在庫が急増しており，古米，古古米とな

るのは必至であったので， 1年以上の長期貯蔵に

i耐える備蓄米にする技術が求められるとのことだっ

た。そのニーズに応えられる加工法としてパーボ

イリングという外国の技術が適しているらしいと

いうのだ。しかし恩師にパーボイルドライスとは

7 

具体的にどういうものかと尋ねたが，ご自分もよ

くは分かっていないとのことで， 2， 3の英文資

料と蒸し器を l台与えられ，見切り発車状態でス

タートしfこ。

上記のように70年代までは米の量的確保が主呂

的であり，玄米の外観，サイズ，被害粒(未熟，

銅製れ)等の物理特性に基づく等級格付けc1等，

2等・けと発芽率や脂肪駿度翠度の生物化学的

指標が品質評価の主要項目であった。精米後もそ

の白疫，炊銀試験，食味試験が取り入れられた。

これらは60年代後半に!日食糧庁によって構築され

た評価体系だが12)，パーボイルドライスのよう

な加工米には十分に対応できなかった。しかし実

物を知らずに研究するには，この評価体系を用い，

先ずは通常の日本聖米との比較によってパーボイ

ルドライス像を掴み，その上でより適切な評価法

を開発しようと考えた。同時に，パーボイルドラ

イスはもちろんのこと外国の米に関する文献の入

手に努めた。

(3) 臼本型米のパーボイリングとパーボイルド

ライスの品質評錨

先ずはパーボイルドライスの試作である。しか

し，当時はインド型品種を入手できる可能性はな

く，研究の当初目的からも道産米である「しおか

り」を用い，主要工程である浸漬工程最適化のた

め，籾の吸水速度解析を行って使用品種の織化温

度を昌安とする水温設定が有効なことを発見した

問。しかし，パーボイルドライスの特徴である

米粒硬化と精米歩留り向上は蒸煮条件と乾燥条件

とが棺乗して影響し，最適化のための共通指標を

従来の米質評価項目から得ることができなかった。

そこで，上述のように，パーボイルドライスの特

徴が蒸煮工程における湿熱反応に伴うデンプンの

変性にあることに着目し，デンプンの糊化の程度

(以下織化度と称す)をアミラーゼ糖化法によっ

て測定した。蒸煮工程における温度，時間と水分

との関係を整理し，また乾燥工程後の水分減少，

経過時間と糊化置との関係をも勘案すると主要 3

工程での変化を糊化度の変化で表現でき，米粒硬

化と歩留り向上傾向との整合性がとれることが分

かった。すなわち，関 2にもあるように浸漬工程
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で30~35%w.b. の水分にし，蒸煮、工程ではオー

ノイークッキングにならない糊化度90%を目安に温

度と時開を組合せ，乾燥工程では40~70%の糊化

度に納まるように老化を抑えると狙った硬化と高

図3 パーボイリング処理中に起こる変化

図 4 ヱジプトのス…パーマーケットで販売される
パーボイルドライス{上)と無処理の務米(下)

何れも 5kg入りプラスチック包装品，パーボイ Jレドライス

が加工中の着色により黒ずんで見える (2008年11月，アレ
キサントリア)

歩留り(腕割れ減少にもよる)とが達成できるこ

とを示した14)。一方，関 3の模式図のように，

このパーボイリング加工の間に湿熱処理の副反応

として非酵素的褐変が進行して着色(品質として

はマイナス要因，図 4の写真参照)が起きるが，

これは単なる白度の測定では評価できなかった。

ところで昧はどうなのか，期待はしないものの

興味の沸くところであり，当時北大農学部では未

経験の食味試験をやってみることにした。先の評

価方法を取りまとめた資料12)にその実施方法と

解析方法の離要が述べられており，それを参考に

準備したが，初めてのことで協力者の人数確保，

大学という特殊社会のため，評価パネルの年齢講

成の偏りという国難があったが，何とか実施に漕

ぎ着けることができた。結果は予想、に違わず粘り

と総合評価において劣ると評価され，粘りを好む

日本人には向かないことが証暁された15)。これ

を実施したのは1975年のことであり，その後わが

研究室が今日に至るまで続けている道産米の食味

評価のベースとなったと言えよう O

(4) パーボイルドライスの長期貯瀧適性

さて筆者のさ当初研究目的である長期貯蔵特性につ

いて述べよう。パーボイルドライスの基礎特性を知

らぬまま始めた研究だが， この狙いは米粒硬化のた

めにコクガのような害虫の食害を回避できること，

蒸煮工稜の熱処理で全ての酵素が失活するので，酵

素的な変質が防止されると期待されたことによるO

そこで，パーボイルドライスを籾，玄米，精米の状

態で3年間貯蔵し，米粒の硬度，歩留り，脂肪酸度，

白度度の変化等を追跡した。図 5は貯蔵中の硬度と

歩留り(玄米基準の日本式)変化を示す。硬度は貯

蔵 1年で明確な減少傾向となるが，無処理の米の値

よりは高く維持され，そのためもあって歩留りも高

いままであることが分かった。また図 6はAACC

迅速法による脂肪酸震変化を示すが，無処理米では

初期績が低いものの期間が長くなると指数関数的に

増加した一方，パーボイルドライスではどの貯蔵形

態においても無処理米より低く，脂質の劣化が抑制

されることが分かった。これらの結果，パーボイル

ドライスは 1年以上の長期貯蔵に向いた加工米であ

ることが確認された16)。

。。
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以上の知見を基に， コンパインによる生刈り道産

米(高水分)を乾燥することなくパーボイリング工

程に持ち込むと加工時間と投入エネルギーを節約し

て備蓄米を製造できると結論したが，研究途中に減

反政策がとられ，当初目的が消えてしまうという憂

き目にあってしまった。そのために，学位論文の目

的を本来のパーボイルドライス生産国における製法

改善に資する基礎解析とそれを芯用した新規製造シ

ステム開発に向けることとした。

3.おわりに

fーボイルドライスに関する研究によって筆者

は博士の学位を得たが，当時の品質評価手法の多

142 

くがわが国における飯米用日本型米という極狭い

範聞の品種群に適用できるに過ぎなく，それを越

えたインド型米や加工米の評価には不十分である

ことを認識することになった。

次主きでは，量から質の時代における米の品質評

価技術とポストハーベスト技術の進屡と多様な形

質の米開発の今後，また最近大きく導入されてい

る米質の間接評価技術の課題等について述べてみ

fこL、。
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