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[研究・欄ノート)

原料大麦の麦茶適性の簡易識別法の検討

松岡翼・鮎津信昌・小林敏樹

(株式会社はくばく研究開発センター)

要旨:麦茶加工適性の高い大麦品種の識別を目的に，原料大麦の簡易分析と倍煎後の粉砕L値が30となるように同

一条件で倍煎試験を行い，得られた熔煎大麦と原料大麦の分析値の相関を調査した.その結果，千粒重と麦茶抽出液

の吸光度に高い負の相闘が認められたまた，麦茶抽出液の官能評価を行った結果，タンパク質含量が高いほど，風

味及び香りが強いという傾向が認められた これらの結果から，風味や香りに大きな影響を与える成分と麦茶の色に

大きな影響を与える成分が異なると考えた.すなわち，風味や香りにはタンパク質が倍煎により褐色反応を起こすメ

イラード反応の影響が強く，麦茶抽出液の吸光度には糖質の褐色反応であるカラメル反応が大きく起因していると推

測した.

キーワード:大麦，カラメル反応，吸光度，千粒重，麦茶，メイラード反応.

大麦 (Hor伽 仰 vulgare1.)はコムギ，イネ， トウモロコ

シに次いで世界で最も広く栽培されている穀物であり，そ

の使用用途は飼料，食用，発酵原料と幅広い.麦茶は，大

麦を妙って煎じた，昔から日本人に親しまれてきた日本特

有の飲料であり，コーヒーや紅茶などと異なり，苦味や渋

みの成分であるカフェインやタンニンなどが含まれていな

いため，幼児でも安心して飲むことができる健康的な自然

飲料である.夏は冷やして飲み 冬には温かくして飲むこ

とができるので，四季を通じて親しまれている(衛藤

2005). また，体温を下げたり，血流を改善したりする効

果が報告されている(菅沼ら 2005). 近年では，韓国や中

国における日本食の普及に伴って，中国でも麦茶が多く生

産されるようになり，麦茶製品が日本にも多く輸入される

ようになっている.また 消費者の生活防衛などの意識の

変化により，ベットボトル入りの清涼飲料などから，水出

し・湯出しで利用する包装麦茶への需要の変化が見られる

ようになり，その消費が伸びている. しかし，麦茶製造の

多くは小規模メーカーにより行われ，ほとんど研究対象と

なっていないことから，加工適性や品質検定及び評価技術

に関しての文献はほとんど発表されていない(農林水産技

術会議事務局 2000). 

麦茶の製造方法は原料となる大麦穀実を適度な色になる

まで'培煎し，必要に応じて粉砕したり，そのまま煮出し用

麦茶飲料として用いられたりする.その品質は，倍焼時間，

均一性，麦茶粒の色等の大麦穀実の加工適性，水出し・煮

出しによる抽出麦茶の色，香気，旨味などの官能的品質に

より評価される(農林水産技術会議事務局 2000).また，

麦茶の製造方法は非常に単純で、あるが故に，一般的には加

工工程では付加価値がつき難く 原料となる品種によって

付加価値を付けている.原料大麦の品質とその麦茶加工適

性については， 55%揖精試験による揚精時間と千粒重が麦

茶抽出液の吸光度と相闘があることから重要な選抜指標で

あることが近年，報告されている(細野ら 2008).一方，

麦茶用大麦の品質としては，小粒(六条大麦)でタンパク

質含量の高い大麦品種が適しているとして一般に用いられ

ており，中でもカシマムギが麦茶用大麦品種として最も評

価が高い(注.関東地域麦新品種等品質評価協議会2006).

しかし，麦茶の品質と原料大麦の子実品質と子実及び倍

煎品の成分分析値との関係については，詳細な報告例が少

なく，未だ明らかにされていない点も多い そこで，本研

究では，加工適性として麦茶抽出液の吸光度に，官能的品

質として麦茶抽出液の風味及び香りの強弱に焦点を当て，

6都道府県から 8品の原料大麦を供試し，原料大麦の子実

品質と子実及び培煎品の成分分析値が麦茶の加工適性及ぴ

官能評価結果に与える影響について調査した.

材料と方法

1. 供試材料

試験には， 2008年度産の大麦を使用し，六条大麦として

福井県・石川県産ファイパースノウ，栃木県・宮城県・長

野県産シュンライ，宮城県産ミノリムギ及び茨城県産カシ

マムギを使用し，二条大麦としては茨城県産ミカモゴール

デンを使用した各大麦は収穫後常温で保存し， 2009年1

月に分析及び、試験倍煎を闘はくばく研究開発センター内

で、行った.

2.原料大麦の分析

原料となる大麦穀実の分析は，千粒重容積重，硝子粒率，

タンパク質含量及ぴ20分間携精歩留を測定した千粒重

は100粒の重量を 10回測定し，その合計，すなわち千粒

2009年11月28日受理.連絡責任者小林敏樹 干 400-0501山梨県南巨摩郡富士川町青柳町3492

TEL 0556-22-8921， FAX 0556-22-8923， k.toshiki@hakubaku.co.j 
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第 1表原料大麦の分析結果

産地・品種名 条性
容積重 千粒重 硝子粒率 タンパク質 f島精歩留

(g/L) (g) (%) (%) (%) 

福井 FS 六条 735 35.16 24.0 7.5 bc 60.6 

石川 FS 六条 727 37.20 17.7 7.1 c 62.2 

栃木シュンライ 六条 715 34.18 41. 7 10.0 a 64.7 

宮城シュンライ 六条 712 40.19 17.7 8.2 abc 58.8 

長野シュンライ 六条 737 38.90 33.0 8.7 abc 63.3 

宮城ミノリムギ 六条 715 38.30 24.7 7.8 bc 60.7 

茨城カシマムギ 二条 705 32.74 35.3 10.3 a 63.4 

茨城ミカモ 二条 692 44.56 45.0 9.6 ab 58.8 

FS:ファイパースノウ， ミカモ.ミカモゴールデン

異なる英文字問には産地・品種間に 5%水準 (Tukey-kramer法)の有意差が有ることを示す

当たりの重量を千粒重とした.容積重は大麦穀実50gを秤

量し， 200 mL容メスシリンダーに自然落下させ，その容

積から容積重 (g/L)を算出した硝子粒率は，大麦穀実

をハインスドルフ式穀粒横断器(藤原製作所製)で切断し

切断面の観察により硝子質が断面の 70%を超えるものを

硝子質粒， 30%未満のものを粉状質粒，その中間のものを

中間質粒とし， 50粒を 3反復した合計 150粒について， (硝

子質粒数+中間質粒数 /2) を算出して硝子粒率とし， 2反

復行い百分率で示した

タンパク質は穀実中のタンパク質含量として，ケルダー

ル分析法で2または 3反復測定したまた，小型試験用揚

精機 (TM-05，サタケ製)を用いて 20分間，供試穀実の

捲精試験を行い，その歩留を測定した

3 試験倍煎及び惜煎品の分析

大麦穀実 500gを用い，半熱風情煎機 (R-103，富士瑚機

製)により倍煎を行った倍煎開始時の炉内の温度は

200
0

C，熱風温度は 300
0

Cで，倍煎大麦の粉砕L値が約 30

となるように倍煎した.粉砕L値は市販のコーヒーミルで

30秒間粉砕した倍煎品を測色色差計 (ZE2000，日本電色製)

で3反復測定したまた，倍煎大麦の粒L値は同様に倍煎

品を粒のまま測定した 抽出した麦茶抽出液の吸光度は，

粗粉砕機(丸六製粉機ミルトン号 山本鉄工製)を用いて

倍煎品を粗粉砕したものをティーパック紙に 10g計量し，

1Lの水道水に浮かべ， 20
o
C， 2時間抽出した後，分光光

度計 (V-550，日本分光製)により波長 440nmの吸光度を

3反復測定したまた粉砕前の熔煎品 50gを秤量し，

200 mL容メスシリンダー内に自然落下させ，その容積か

ら容積重 (g/L) を算出した

4. 官能評価

粗粉砕した倍煎品 10gをティーパック紙で包装し，水道

水 1Lで室温2時間抽出した飲用の麦茶抽出液を準備し，

官能評価に習熟した職員 16名で官能評価を行った評価

法は，抽出液の香り，口に含んだときに感じる風味の強弱

及び総合評価の良し悪しを 1点から 7点の 7段階評価法で

評価し香り，風味の弱いとき，総合評価の悪いときを 1点

強いとき及び総合評価の良いときを 7点とした

5.βーグルカン含量及びデンプン含量

穀実中のか(1，3) (1， 4)ーグルカン含量は (1・3)(1・4)

BETA-D】 GLUCANASSAY KIT (Megazyme) を用いて，

McCLEARY (AACC 32-23) 法にて 2反復測定を行い，算

出した.また，デンプン含量はアミログルコシダーゼ /αー

アミラーゼ法 (AACC76-13)法にて 2または 3反復測定し

たーすなわち， 100mgの粉砕試料に 0.2mLの80%エタノー

ルを加え，良く混合した後，ブランクには 50mMMOPS

緩衝液 (pH7.0，アジ化ナトリウム 0.2g/L 添加)，測定

用には 1%αーアミラーゼを溶解させた 50mMMOPS緩衝

液をそれぞれ3mLずつ添加し 沸騰水浴中で、 10分反応さ

せた 反応後， 50
0

Cの恒温槽で冷却しブランクには 200

mM酢酸緩衝液 (pH4.5，アジ化ナトリウム 0.2g/L添加)

を，測定用には 1%アミログルコシダーゼを溶解させた

200mM酢酸緩衝液をそれぞ、れ4mLずつ添加し， 50
0

Cで

30分反応をさせた反応後， 50mLにメスアップし，遠心

分離にかけ，上清中のグルコース濃度をグルコース CIIテ

スト(和光純薬工業)により測定しサンプル量及ぴグルコー

ス測定値よりデンプン含量を算出した(補正係数0.9)ー

6. 統計解析

試験結果は平均値で示したまた，統計解析には Statcel

2を用いた 測定値は， Tukey-Kramer法により多重比較検

定を行い，有意水準を 5%以下とし，有意差が認められた

場合にはPく 0.05(お)， Pく o. 01 (**)と示した また，

六条大麦の各測定項目の相関性をピアソンの相関係数 p

を用いて統計解析を行い，有意水準を 5%以下とし，有意

な相闘が認められた場合にはPく 0.05(*)， Pく 0.01(**) 

と示した
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第2表熔煎品の分析結系，デンプン合蚤及びかグルカン合最:

産地・品種名
容積重 デンプン s-グルカン

粉砕L億 粒L1i直 吸光度
(g/L) (%) (96) 

干高う時二 FS 29.54 20.05 0.605 b 435.1 55.3 ab 3.51 cd 

石川 FS 29.70 22.65 0.546bc 438.9 53.4 ab 3.81 bc 

4貯水シュンライ 29.86 21.92 0.586bc 404.8 48.8 b 4.09 ab 

宮城シュンライ 30.53 19.48 0.371 e 399.2 53.4 ab 4.25 ab 

長野シュンライ 30.59 22.20 0.420 e 396.8 49.1 b 4.46 ab 

宮城ミノリムギ 29.89 17.88 0.530 cd 404.8 54.7 ab 4.31 ab 

茨城カシマムギ 29.63 20.91 0.696 a 396.7 50.9 b 4.10 ab 

茨城ミカモ 29.75 23.04 0.652 ab 423.8 58.1 ab 3.22 d 

FS:ファイノτースノウ， ミカモ・ミカモゴールデン.

異なる英文学問には産地 品稜問に 5%水準(京lkey-kramer法)の有意差が有ることを示す.

a ロ 0.9 

。30.8 

0.7 ¥: V号3 0.6 
O 

悩ポ苦手 0.5 -六条大麦
0.4 • O二条大変
0.3 

30 35 40 45 50 

千校重 (g)

第 1図 麦茶抽出液の吸光度と原料大麦の千粒重の関係

料:196水準で!有意，

結果

1.原料大麦の分析

原料大麦の千粒重，容積重，硝子粒率，タンパク質含量

及び20分間掲精歩留測定結果を第 1表に示した千粒霊

については，ニ条大麦のほうが六条大麦よりも高いという

これまでの報告 q凶ら 1997) と同様に，二条大麦のミカ

モゴールデンが最も高く 六条大麦のカシマムギが最も抵

かった

また，一般的に穀実の硬さに影響を及ぼす硝子粒率，タ

ンパク質含量， 20分間揖精歩留について，六条大麦の淵

定値を見ると，タンパク質合量が高いほど硝子粒率が高く

なり，粒が硬くなるため 20分間揖精歩留が高くなる額向

(ρ> 0.65)が見られた.

2. 培煎後の分析

培煎品の分析結果を第2表に示した熔煎品の粉砕L値

と粒L値の測定値を比較したところ，粉砕すると L値は当

然高くなるが，両者の障に相関 (p=-0.005) はなかった

また，六条大麦について抽出液の吸光度と千粒重の関には，

非常に高い負の相関が認められた (ρ=-0.942，

Pく 0.01) すなわち，千粒重が大きいほど抽出液の吸光

度は低くなった(第 1国).さらに，有意な相関は認めら

れなかったものの，抽出液の吸光度が高まると 20分間掲

7 溜福井 FS

6 ロ石JIIFS 

5 
盤栃木シュンライ

4選回1tH!z4 E 4 
ロ宮減シュンライ

図長野シュンライ

選 3
密宮城ミノリムギ(詔

2 巴茨城カシマムギ

〕圏茨城ミカモ

風味 香り 2川bれfか，;トメ口斗

第 2図 大麦品種別の風味，香りの強弱及び総合評価の1芸能評価結果

FS・ファイパースノウ， ミカモ:ミカモゴールデン

精歩留も高くなる傾向がみられた

3. 官能評価

官能評価の結果を第2図に涼したまた，六条大麦品種

聞の主な分析値と官能評価結果との相間関係を第3表に示

した.第2函のY軸には官能評価結果の平均点と標準偏差

を示し，風味，香り及び総合評備について各産地及び品種

の億を示した.風味や香りの強弱に関してはミカモゴール

デンが強かったが，総合評価では最も評価が低かった一

方で，風味・香りが強かった栃木県産シュンライは総合評

価でも評価が高かった評価項目の嵐味と香りの強弱につ

いては何様の傾向が認められ両者の聞に相関が認められ

た (ρ=0.929，Pく 0.05) ものの，総合評価との相関は

無かったまた，原料大麦の分析値と麦茶の官能評舗の結

果について， Tukey-Kramer法による産地及び品種間での

有意差検定を行ったところ，評価項自相互に有意な差はな

かったしかし幾つかの項自では分析値と官能評価の風

味及び香りの強弱に相関のある傾向が認められた.特に顕

著に官能評価の結果に反映された項目としては，香りと千

粒重 (ρ=-0.863，Pく 0.05)，香りと吸光度 (ρ=0.824，

Pく 0.05)及び嵐味とタンパク質含量 (ρ=0.755，Pく 0.05)

であり，タンパク質合最の高い品種ほど麦茶の品質が高い
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第3表 官能評価及び主な分析結果の六条大麦聞での相関関係 (n=7)

香り 総合評価 吸光度 掲精歩留 千粒重 硝子粒率 タンパク質量 デンプン含量

風味(強弱) 0.929*キ -0.291 0.651 0.387 -0.748 0.673 0.755* -0.267 

香り(強弱) 1 -0.411 0.824* 0.577 0.863本 0.731 0.676 -0.273 

総合評価(好悪) 1 -0.498 0.058 0.251 一0.021 -0.056 -0.354 

吸光度 1 0.485 -0.942** 0.429 0.384 -0.008 

精歩留 l -0.619 0.838本 0.657 -0.814* 

千粒重 1 -0.622 -0.593 0.259 

硝子粒率 1 0.869* 0.804* 

タンパク質量 1 0.769* 

デンプン含量 1 

風味，香り，総合評価は官能評価結果.吸光度は麦茶抽出液の分析値

*:5%水準で有意 **ー 1%水準て、有意

6 r 
-六条大麦

O二条大麦 p=0.7548* O 

!-e 

• 
3l 

5 6 7 8 9 10 11 

タンパク質含量(%)

第3図 官能評価における風味の評価点と原料大麦のタンパク質の

関係

*:5%水準で、有意

と言う一般的見解(注:関東地域麦新品種等品質評価協議

会2006) を統計的に裏付ける結果が得られた(第 3図)• 

一方，原料大麦の分析値と官能による総合評価の聞には

相関関係は認められず，総合評価と相関の見られた項目は，

吸光度 (ρ=-0.498) であったが，有意ではなかった(第

3表)• 

4.βーグルカン含量及びデンプン含量

s-グルカン含量及びデンプン含量の測定結果を第2表に

示したかグルカン含量は長野県産シュンライが最も高く，

茨城県産ミカモゴールデンが最も低くかった一方，デン

プン含量では茨城県産ミカモゴールデンが最も高く，栃木

県産シュンライが最も低くかったまた • s-グルカン含量

が最も高かった長野県産シュンライはデンプン含量が

49.1%と低く，二条大麦，六条大麦の全品種でピアソンの

相関係数を算出したところデンプン含量とかグルカン含量

との聞にρ=一0.727(pく 0.05) と非常に高い負の相闘が

認められた.また，六条品種のみで相関係数を算出したと

ころ，タンパク質含量とデンプン含量にρ=-0.769

(pく 0.05) と非常に高い負の相闘が認められ， タンパク

質含量の多い品種ほどデンプン含量が少なくなる傾向が認

められた(第4図)• 
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第4図 デンプン含量とタンパク質含量の関係.

*:5%水準で有意.

考 察

六条大麦の主要な 4品種と二条大麦の l品種を用い，信

患性のより高いデータを得るため，細野ら (2008) の報告

を参考に原料大麦の麦茶適性について検討した.その結果，

細野らと同様に原料大麦の千粒重と麦茶抽出液の吸光度と

の聞に高い負の相闘が認められ，さらに，麦茶抽出液の味

や香り，色の点でタンパク質含量の高い大麦が求められて

いると吉田ら (2008)が報告した通り，タンパク質含量と

風味の聞に高い正の相闘が認められ，これまでの報告を裏

付ける結果を得たこれにより，原料大麦の千粒重やタン

パク質含量などの品質・特性によって選定すれば，好まし

い麦茶製品が得られることが，今回得られた結果によって

推測された

麦茶の官能的な品質は色 味香りなどから評価される

(農林水産技術会議事務局 2000).抽出液の吸光度は麦茶飲

料の濃さを視覚的に表すものであり，味や香りにも強く影

響するだけでなく，麦茶を飲む消費者からも「色が薄い」

といったクレームが最も出やすい項目であるため，製造者

にとって非常に重要な項目になっているが，今回の試験で

は，抽出液の吸光度と官能による総合評価との聞の相聞は

低かったすなわち，抽出液の吸光度を推測することは加

工適性の点からは非常に重要であるものの，抽出液の吸光
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度で官能的品質を推測することはできないことが認められた

抽出液の吸光度と最も相関の高かった項目は原料大麦の

千粒重であり(第 1図)，吸光度と非常に高い負の相関

(ρ=-0.942， Pく 0.01)が認められたこの結果は，こ

れまでの報告(細野ら 2008) とも一致しており，千粒重の

小さい大麦品種ほど麦茶加工に適していることが認められ

た精麦用大麦では千粒重が大きいことが求められており

(農林水産技術会議事務局 2000)，上述したことは食用の精

麦適性と麦茶加工適性を識別する重要な指標として千粒重

が利用できることを示す

麦茶品質にとって非常に重要とされているタンパク質含

量については，原料大麦のタンパク質含量と風味との聞に

正の相関 (p=0.755，Pく 0.05)が認められた(第3図)• 

これまで麦茶用原料大麦の品質を決める重要な項目として

タンパク質含量があげられることは一般的な知見ではあっ

たものの(吉田ら 2008)，それを裏付ける報告などは少な

かった今回の官能評価結果は原料大麦のタンパク質含量

が麦茶の官能的品質に大きく寄与していることを統計的に

裏付ける結果であるため非常に重要な結果と考えられる.

麦茶の風味や香りを構成する化合物は倍煎によって合成さ

れる香気成分，すなわちメイラード反応の生成物であるこ

とが示唆されている (Hardingand Wren 1978). メイラード

反応はタンパク質やペプチドなどのアミノ基をもっ化合物

と糖が起こす非酵素的反応であり，多種の反応生成物が報

告されている (Hardingand Wren 1978，川口ら 2001). こ

のようなことから，原料大麦のタンパク質含量が高いこと

によりメイラード生成物の前駆体であるタンパク質含量が

高く，メイラード反応そのものの反応量が高くなっている

ことが風味の強弱に影響を及ぼしていることが推測され

る.このようにタンパク質含量が麦茶の官能的品質に大き

な影響を及ぼしていることが今回の試験からも示唆された

が，同時に，得られる麦茶抽出液の吸光度にもタンパク質

含量が影響しているのではないかと推測される.その理由

として細野ら (2008)の報告では原料大麦の千粒重と麦茶

抽出液の吸光度にも負の相闘が認められているが， 55%揚

精時間と麦茶抽出液の吸光度にも正の相闘が認められてい

ることを報告している 一般的に，タンパク質含量の増加

が穀実を硬質にし，揚精時間に影響しているため， 55%揚

精時間は硝子粒率やタンパク質含量などとの相闘が報告さ

れている(菅・片山 1963，久保田ら 1991).本研究におい

ても 20分間揚精歩留と硝子粒率との聞に 0.838の正の相

闘が認められた (Pく 0.05). また，中村ら (2008) によ

ると原料大麦の千粒重とタンパク質含量の間には正の強い

相闘が認められており，本研究で得られた原料大麦の千粒

重と麦茶抽出液の吸光度の聞に負の強い相闘が認められて

いる結果と重ね合わせると 吸光度が高い大麦ほどタンパ

ク質含量が低くなることが推測された今回の研究結果で

は千粒重とタンパク質含量との聞に相闘が認められなかっ

たが，栃木県産シュンライと茨城県産カシマムギを除く 6

サンプル間では千粒重とタンパク質含量との聞に正の相闘

が認められた (ρ=0.877，Pく 0.05).

大麦を倍煎することで起こる褐色反応は大きくメイラー

ド反応とカラメル反応の二つに大別される.メイラード反

応はタンパク質やペプチドなどと糖が非酵素的褐色反応を

起こす反応であり，一方，カラメル反応は糖のみで起こる

(木村ら 1995).筆者らはタンパク質含量の高い大麦ではメ

イラード反応が優位に起こり，タンパク質含量の低い大麦

ではカラメル反応が優位に起こると推測している.カラメ

ル反応は糖のみで起こる反応であり，反応生成物は親水性

が高いため(鎌田・片山 1988)，カラメル反応が優位に起

こっている低タンパク質大麦のほうが麦茶抽出液の吸光度

が高くなるのではないかと推測した本研究では褐色成分

の同定などのような，十分な検討は行っていないが，カラ

メル反応の元となる糖質としてデンプン含量とかグルカン

含量の産地及び品種間比較を行ったその結果，麦茶抽出

液の吸光度との相関性は認められなかったものの，タンパ

ク質含量とデンプン含量の聞にρ=-0.769と高い負の相

闘が認められた (Pく 0.05). 以上のことから，千粒重の

低い大麦品種はタンパク質含量が低く，デンプン含量が高

いため，倍煎によってカラメル反応が優位に起こり，水溶

性の褐色成分が多く生成したものと推測した.

以上の結果を総合的に考えると，原料の大麦の簡易分析，

すなわち千粒重やタンパク質含量の測定によって麦茶の加

工適正や風味の傾向などを推測することは可能であると考

えている.本研究で得られた知見を用いると，千粒重の測

定により麦茶抽出液の吸光度の傾向を，タンパク質含量の

測定により風味の強弱の傾向を，原料大麦の熔煎試験や官

能評価などを行うことなく簡易的に推測できることが期待

される.しかしタンパク質含量の測定には分析にケルダー

Jレ法が用いられており，分析に要する労力面から簡易分析

とは言いがたく，工場や農家での活用も現実的に難しい.

一方，千粒重は高価な分析機器が必要なく，工場や農家で

も分析可能である. したがって麦茶加工適性を簡易的に識

別するには千粒重を用いることが推奨される. しかし，こ

のような知見を工場や農家などの現場で活用するために

は，今後，年度や他の生産地，また他品種などのデータの

追加と，より詳細な報告が求められる.
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Simple Method to Determine Which Barley Cultivar Is Suitable for Roasted Barley Tea : Tsubasa MAτSUOKA， Nobumasa A双JZAWA

and Toshiki KOBAYASHI (HakubakuRes. andDev. Cent.， 3492， Aのagimαchi，Fujikawacho， M初amikomagun，Yamanωhi 400-0501，jap仰)

Abs佐'act: We conducted studies to select barley cultivars potentially useful for roasted barley tea. First， we analyzed the properties 

of barley grain; and then we roasted the grains of each barley cultivar to a similar level of darkness. The properties of the barley 

grain were then statistically compared wi出 thoseofroasted barley. We found a high negative correlation between the 1000-kemel 

weight and 440-nm absorbance of the extract. A tasting test revealed that high-protein barley tends to have a strong aroma. 

Therefore， we speculate that出eMai1lard reaction of proteins and出ecaramelization reaction of saccharides are responsible for 

the aroma and color， respectively， of barley tea. 

Keywords : Absorbance， Barley， Caramelization， Mai1lard， Roasted barley tea， lOOO-kemel weight. 
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