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愛媛累農林水蔑研究所報告 第 2号 (2010) 

掲精および加熱が雑穀の機能性に及ぼす影響

野中稔水口聡※

Effects ofPolishing and Heat Treatment on Food Function ofMillets 

NONAKA Minoru and MINAKUCHI Satoshi 

婆髭

スローフード運動に代表される雑穀の持つ機能性について，加工調潔段階での変化について解明するため，掲精および炊

飯後のポリフェノール・脂質酸化抑制能・フィチン巨費等機能性の変化について検討を行った.その結果，潟精処理によりポ

リフェノーノレは，シコクビエ，モチアワ，モチムギで減少したが，モチキビでは変化しなかった.脂質酸化抑制能はそチア

ワ，モチムギで減少したが，シコクビエ，モチキどは変化しなかった.加熱炊飯によりポリフェノールは，シコクピエで減

少した.ラジカノレ消去能では変化がなかった.フィチン駿は玄米，モチキど，モチムギで減少したが，他品目では変化がな

かった.機能性は，品目で捻精および加熱処理により異なる変化を示すことが明らかになった.

キーワード: 機能性，雑穀，脂質酸化抑制能，炊飯，掲精，ポリフェノール，フィチン絞，ラジカル治去能

1 .はじめに

近年，食品の品質は，一次機能(栄養性)や二

次機能(噌好性)を中心に評価または論じられて

きたが，人間の体調調節・生体紡御・疾病の予防

回復など三次機能についても，食品の機能として

注尽されはじめた.

また，雑穀類はスローフード運動に代表される

食物で，消費者の食生活に溶け込みつつあり，機

能性 成 分 を 豊 富に含んだ食物と考えられている.

雑穀の機能性に関する研究が進む中で，愛媛県産

雑穀の流通及び消費拡大を閤るため，挽精や炊飯

等加工による消費段階での雑穀の機能性の変化に

ついて検討を行ったので報告する.

2. 試験方法

2. 1縫精処理が雑穀の機能性に及!ます影響

表1 !z.穀及び糠穀の千粒議

一
%

毅
一
合

精
一
歩精掲

2.98 

0.977 0.819 

24.7 

0.869 

18.3 

0.756 

穀類を加熱調理する前処理としてまず揚精処理

を行い，精穀とする事が一般的である.本研究で

は，愛媛県内で栽培されている雑穀について，ボ

リフェノール・指葉酸化抑制能等の機能性が掲精

によってどう変化を示すのか，掲精処理前後の総

ポリフェノーノレ含量，脂質酸化抑制能の 2つの機能

性の変化について検討した.

材料には，県内東 I阜市の雑穀生産量販売農家が

2005年に生産したシコクピエ，モチキビ，モチム

ギ，モチアワを表 1に示す捻精歩合により，檎精し

た精穀を供試した.また，ヒノヒカリ(愛媛農試

産)の玄米と白米を比較対照品種とした.

2. 1 . 1総ボ 1)フェノール含

総ポリフェノーノレ含量は，フォリンーデニス法

(篠原ら， 2000)に準じ，ミルサー(イワタニ社製)

でサンプルを粉砕した粉末試料に，プロアントシ

アニンの抽出効率を高めるため 80%エタノーノレの

1.6 

0.777 

※現愛媛県農林水産部農業振興局幾度関芸課
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掲精および加熱が雑穀の機能性に及ぼす影響

代わりに 80%アセトン(特級)を加えホモジナイ

ザー(ウルトラタックス T25)で捜祥し，遠心分

離処理 (HITACHI himac CR5L 3000rpm x 

15min) 後， No. 5 ~慮紙で鴻過し定容した.

イオン交換水を入れた試験管に滅過定容したサ

ンプノレおよびフォリンーデニス試薬を加えてボル

テックスミキサー (ScietificIndustries) で撹持

した後，飽和炭酸ナトリウムを加え発也させ 30分

開放軍し，分光光度計(目立社製 U・1000 )で

700nmの吸光度を計測した.

標準物質に，クロロゲン酸を用いて検量線を作

成し，サンプノレの総ポリフェノール含量を測定し

た.単位はクロロゲン酸換算量 (mgchlorogenic 

acid eq./lOOg) で示し，測定は 1点当たり 3反復

とした.

2. 1 . 2脂震酸化抑制能

脂貿酸化抑制能は， リノール酸の自動酸化に伴

い生じるリノール酸過酸化物がトカロテンの色を

退色させる原理を尼いる， s-カロテン退色法(津

志田ら， 1994;篠原ら， 1999)に準じて分析を行っ

た.

雑穀粉末試料に， 80%エタノーノレ(特級)を加

えホモジナイザー(ウルトラタックス T25)で捜

枠し，遠心分離処理 (HITACHI himac CR5L 

3000rpm x 15min)後， t慮紙NO.5でj慮過し定容し

た.

リノール酸， sカロテン，ツィーン 40をクロロ

ホルムに溶解し， 3つの試薬を混合した後，震素ガ

スによりクロロホルムを完全に除去し，イオン交

換水を加えて溶解した後， 0.2Mリン酸緩衝液を加

え， リノール酸-sーカロテンエマルジョン溶液

を作成した.

試験管にサンプルおよび検量液を採取し，それ

にリノール酸-sーカロテンエマノレジョン溶液を

加えて発色させた直後と， 50
0

Cに調整したウォー

ターパスに 20分開放置した後，それぞれ分光光度

計(日立社製 U-I000) で 470nmの吸光度を計測

した.

標準物賞に， BHA (Butyl-4帽 hydroxyanisole)を

用いて検量線を作成し，サンプルの総 BHA含量を

測定した.単位は BHA 換算量 (mg BHA eq.1 

100g)で示し，測定は l点当たり 3皮復実施した

2. 2 加熱処理が雑穀の機能性!こ及!ます影響

総ポリフェノール含量・ラジカノレ消去能・フィ

チン酸含量の 3つの機能性について， 2005年産、ン

コクピエ，モチキビ，モチムギ，モチアワの各玄

穀(東混市産)と対象品種のとノ tカリ(愛媛農

試援)玄米(以下，玄米とする)，白米(以下，白

米とする)を供試し，サンプルおよび抽出液の炊

飯前後の機能性変化を検討した.

分析サンプノレは，炊飯サンプノレからの抽出が十

分にできない場合を想定し，粉末試料に溶媒を加

え抽出し，炊飯と同じ条件で加熱した加熱抽出液

の 2種類を準備した.

雑穀の炊飯方法は，培養試験管に，雑穀 1g .イ

オン交換水2gの割合で混合しアルミ箔で蓋をした

後，イオン交換水を張った炊飯器中 (TOSHIBA

RCKぺ8D叫)で炊飯した.抽出液の加熱方法は，

雑穀粉末試料からそれぞれの方法により得られた

定義の抽出液を培養試験管に入れアルミ箔で蓋

をした後，炊飯条件と閑様にイオン交換水を張っ

た炊飯器中で加熱した.なお，加熱により蒸発し

た溶媒は，加熱前の量に補正した.

2. 2. 1総ポリフェノール含

総ポリフェノール含最は，フォリンーデニス法

(篠原ら， 2000)に準じ，炊飯雑穀および雑穀粉末

試料に，プロアントシアニンの抽出効率を高める

ため 80%エタノールの代わりに 80%アセトン(特

級)を加えホモジナイザー(ウルトラタックス

T25 )で捜祥し，遠心分離処理 (HITACHIhimac 

CR5L 3 OOOrpm X 15min)後， No.51慮紙で瀦過し

定容した.

なお，以降の総ポリフェノール含量の分析につ

いては， 2.1. 1と同様の分析方法で行った.

2.2.2 ラジカル治去能

ラジカル消去能は，篠原ら (1999，2000) に準

じて分析を行った.

炊飯雑穀および雑穀粉末試料に， 80%エタノー

ノレ(特級)を加えホモジナイザー(ウルトラタッ

クス T25) で捜持し，遠心分離処理 (HITACHI

himac CR5L 3000rpm X 15min) 後， No5櫨紙で

j慮過し定容した.

試験管に， 80%エタノーノレを入れた後，検量液

と分析サンプルをそれぞれ加え， 400 μM DPPH 

( 1 ， 1酬 dipheny-2-picrylhydrazyl) と0.2MMES 

(2・ Morpholinoethanesulfonic acid 

口

oqo 
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測定は l点当たり 3皮復とした.

鳴精処理が雑穀の機能性!こ及ぼす影響

総ポリフェノール含

で示し，

結果

3. 1 . 1 

100 g) 

3. 

3. 1 

，monohydrate) bufferの混合液を定量ずつ加え，

ボルテックスミキサー(ジェニー 2)で捜搾し， 20 

分開放寵した後にそれぞれ分光光度計(目立社製

Uω1000) で 520nmの吸光度を計測した.

標準物費に，抗酸化物質である 0.2mMTrolox-

80%エタノーノレ液を用いて検量線を作成し，

DPPHの退色率からサンプノレの抗酸化能を測定し

掲精前後で比較する

そチムギ (65%)，モチ

(26% )で減少し

では変化がなかった.

捲精が穀類中の総ボリフェノーノレ含量に及ぼす

影響について図 1に示す.

給、ポリフェノーノレ含量は，

シコクビエ (82%)， 

た.単位は Trolox換算量 (μMTrolox eq./l OOg) 

で示し，測定は l点当たり 3反復とした.

と，

およびヒノヒカリ(61 %) アワフィチン駿含2. 2. 3 

3. 1 . 2 指質鼓化抑制能

掲精が穀類の詣質酸化抑制能に及ぼす影響につ

いて圏 2に示す.

詣質酸化抑制能は，掲構前後で比較すると，

チアワ (86%)，モチムギ (59%)およびヒノヒカ

(15 %)で低下したが，シコクヒ、、エ

(81 %)では変化がなかった

(90 %) モチキピたが、フィチン酸含量は，ウェード法

1980) の方法に準じ分析を行った.

炊飯雑穀および雑穀粉末に， 2.4%塩酸を加え，

ボルテックスミキサー(ジェニー 2)で援枠し遠心

(M.Lattaら，

モ

(101%)おリ

分離処理 (HITACHI himac CR5L 3000rpm x 

60min) 後，上澄み液を採取し 10傍に希釈した希

釈液を，イオン交換樹脂 (200・400meahAGl X8) 

で満たしたシリンジの中を通した後， O.IM塩化ナ

トリウム液で爽雑物を除去し， 0.7M塩化ナトリウ よびそチキビ

3. 2加熱処理が雑穀の機能性!こ及!ます影響

3. 2. 1 総ボリフェノール含

加熱炊飯が総ポリフェノール含量に及ぼす影

ム液によりフィチン酸を抽出した.

試験管にサンプノレ液および標準液を採取し，

ウェード試薬(酸化第二鉄十スルホサリチノレ酸)を

加えて発色させ 10分後に分光光度計(日立社製U嗣

で 500nmの吸光度を計測した.

モ

について表 2に示す.

抽出液の加熱後の総ポリフェノール含撃は，

(96%)，シコクビエ (76%)で減少した.

1000) 

標準物質に，フィチン駿ナトリウムを用いて検

量線を作成し，サンプルのフィチン酸含量を測定

単位はフィチン酸ナトリウム換算最 チアワ(mg / した.

ns 
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玄務

125.8 117.6 

117.2 118.7 

101.3 111.5 

A.VG 114.8 115.9 

SE 7.17 2.26 

ヒノヒカリ

玄精

80.7 19.8 

78ι20.4 

79.9 21.3 

79.8 20.5 

0.6 0.4 

(mg chlorogenic acid eq./l OOg) 
シコクピエ モチキピ モチムギ モチアワ

玄 務玄精玄精玄機

1024.4 813.9 113.1 81.8 364.3 210.8 267.5 164.2 

980.2 814.2 108.4 104.2 347.4 231.1 260.7 171.1 

958.6 805.5 101.8 105.2 357.4 252.3 279.0 160.7 

AYG 987.7 811.2 107.8 97.1 356.4 231.4 269.1 165.3 

19ι2.9 3.3 7.6 4.9 12.0 5.3 3.1 

図2 掲精が脂質震変化抑制能に及ぼす影響

※ t検定により比較

ns'立有意義なし，叫ま 5%.料 l土1%水準で有主主主査あり

39 -

掲精が総ポリフェノーノレ含量に及ぼす影響

t検定により比較

nsは有意差なし. *'土 5%.料は 1%水準で有意義あり.

図1

※ 



掲精および加熱が雑穀の機能性に及ぼす影響

玄米 (98%)，モチ ムギ (96%)， モチキピ (95

%) ，白米 (89% ) は 変 化 が な か っ た .

次に，サンプル炊飯後の総ポリフェノーノレ 含量

は ，モチムギ (83%)，シコクピエ (67%)で減少

したが，玄米 (106%)， モチキビ (101%)，白米

(98 %)およびモチアワ (90%)では変化がなかっ

た.

3. 2. 2 ラジカル消去能

抽出液の加熱前後のラジカル消去能の比較を表

3に示す.

抽出液加熱後のラジカノレ消去能は，モチアワ

(104%)，シコクピエ (100%)，モチムギ (96%)， 

モ チキピ (95%)，玄米 (92%) 及び白米 (85%) 

のすべての品目で変化がなかった.

また，サンプノレ炊飯後のラジカル消去能は，抽

出液加熱後と同様に，すべての品目で変化がな

かった.

3.2.3 フィチン酸含

加熱炊飯後のフィチン酸含量に及ぼす影響を表

4に示す.

抽出液加熱後のフィチン酸含量は，モチキビ

(98%) ，モチムギ (97%)および玄米 (96%)で

減少したが，モチアワ (99%)，シコクビエ (99%) 

および白米 (94%)では変化がなかった.

サンプル炊飯後のフィチン酸含量は，シコクビ

エ (81%)，白米 (69%)，モチムギ (66%)，モ

チ ア ワ (60%)，モチキビ (51%)，および玄米(33

%)のすべての品目で減少した.

表2 加熱炊飯が総ポリフェノール会議に及ぼす影響

(mg chlorogenic acid eq./lOOg) 

処理前 抽出液加熱後

シコクビエ 916.5 692.5 

モチキど 111.8 105‘6 

モチムギ 395.2 378.5 

モチアワ 255.5 245.3 

ヒノヒカリ玄 89.3 87.1 

ヒノヒカジ務 39.9 35.4 

※処理高官と抽出液加熱後，サンプル炊飯後を t検定lこよ号比較
※ns は有意差なし.*は5%.林は 1%水準で有意幾あり

表3 加熱炊飯がラジカル消去能に及ぼす影響

** 
ns 

ns 

* 
ns 

ns 

フジカル消去能(μMTrolox eq./100g) 

処理前 抽出液加熱後

シコクビエ 644.0 465.0 

モチキど 136.3 128.8 

モチムギ 617.5 592.4 

モチアワ 114.9 119.7 

ヒノヒカリ玄 240.4 221.4 

ヒノヒカワ精 83.2 79.1 

※処理高官と抽出液加熱後，サンプノレ炊飯f去を t検定により比較
※ns は有意差なし，村立5%.** Iま1%水準で有意義あり

表4 加熱炊飯がフィチン重量含ままに及ぼす影響

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

処理前 抽出液加熱後

シコクピエ 1251.1 1240.9 ns 

モチキピ 1368.7 1340.1 * 
モチムギ 1411.4 1366.5 ネ

モチアワ 1373.7 1358.8 ns 

ヒノヒカリ玄 1679.2 1603.3 * 
ヒノヒカリ 156.8 146.9 ns 

※処王霊前と抽出液加熱後，サンプノレ炊飯後を t検定により比較
※ns'ま有意差なし.*は5%.料は 1%水準で有主主主主あり

-40一

サンプル炊飯後

614.6 ** 
112.7 ns 

329.4 *羽ド

229.5 ns 

94.4 ns 

39.1 ns 

サンプル炊飯後

631.5 ns 

123.1 ns 

596.1 ns 

111.7 ns 

234司2 ns 

75.6 ns 

サンプル炊飯後

1018.4 ネ

703.2 ** 
929司2 キ*

821.7 * 
555.6 *キ

108.2 ** 
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4. 考察

4. 1雑穀の擁精処環が機能性に及ぼす影響

4. 1 . 1 総ポリフェノール含量

ヒエ，アワ，キピのミネラルやポリフェノール

は種子の外層に多く存在するため，掲精処理(精

白)によって減少すると報告されている(菊地，

2003) . 

掲精歩合の多少に係わらずシコクピエ，モチア

ワ，モチムギおよびヒノたカリの 4品闘は，総ボリ

フェノール含量が捻稽処環により減少したことか

ら，糠の部分にポリフェノーノレを多く含む品隠で

あることが推察された.一方，モチキどについて

は，種子内の各j醤においてポリフェノーノレ含量の

羨が小さいか，タト層部の含有量が少ない品 gであ

ると推察された.

4. 1. 2 指質齢化抑制能

モチアワ，モチムギおよびヒノヒカリの 3品 g

は，脂質酸化抑制能が揚精処理で減少したことか

ら，糠の部分に脂質酸化抑制能を多く含む品目で

あることが推察された.一方，掲精歩合の多少に

係わらずシコクピエ，モチキどは，掲精前後の羨

が小さいことから，種子内の各閣における脂質酸

化抑制能の差が小さいか，外層部の含有量が少な

い品隠であると推察された.

以上のことから，掲精処理によりすべての雑穀

でポリフェノール等の機能性が減少するのではな

く，品目や機能性によっては変化しない場合があ

ることが明らかになった.

4. 2加熱処理が雑穀の機能性に及ぼす影響

4.2. 1総ボリフェノール含

シコクピエでは，抽出液加熱・サンプル炊飯の

再処理方法において，ボリフェノーノレ含量が減少

した.大庭 (2000) は，ボリフェノールの一種で

あるアントシアニンは熱に弱いと報告しているが，

シコクピエにはアントシアニンが多くは含まれて

いないことが知られている.したがって、シコク

ピエの総ポリフェノール含量が減少した要因につ

いては判然としなかった.

またモチムギは，抽出液加熱後の総ボリフェ

ノーノレ含量が変わらないのにもかかわらず，サン

プル炊飯の分析値が減少した.その要閣としては，

サンプル炊飯での試料を 80%アセトンで抽出する

擦に試料が塊状または粒状となり物理的に抽出が

十分でなかった可能性が推察された.

4.2.2 ラジカル消去能

的場 (2002) は，大立たん白震のラジカル消去

能は，加熱によってほとんど変化しないと報告し

ている.また，菊池 (2002) は，ヒエ・アワ・キ

ピの炊飯加工を行った場合，抗酸化活性の変化は

見られなかったことを報告している.今回の分析

結果においても，雑穀中のラジカノレ治去能は，

品目で抽出液加熱・サンプル炊飯の両方で変化し

ておらず，加熱しでも安定していることが明らか

になった.

4. 2. 3 フィチン讃含

Duhanら (2002) は，ソルガムおよびキマメ中

のフィチン酸が，加熱または調理によって部分的

に破壊または減少し得ることを報告している.

フィチン酸は，抽出液加熱・サンプル炊飯の両方

で，玄米，モチキピおよびそチムギの 3品自で減少

した.その原因としては，加熱によりフィチン駿

が部分的に破壊され減少したと推察された.

また， {I也の品自では抽出液加熱後のフィチン酸

含量が変わらず，炊飯サンプルでのフィチン酸の

分析値が減少した要腐としては，総、ポリフェノー

ル含 量の 場合 と同 じく ，炊 飯試 料か ら希 塩酸で

フィチン酸を抽出する際に，試料が塊状或いは粒

状になりフィチン酸が十分に抽出できなかった可

能性が推察された.
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