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アミノ酸ノfターン類似率による干しそばの

そば粉配合割合推定方法の改良

山崎慎也~唐沢秀行，大日方洋

長野県工業技術総合センター食品技術部門加工食品部

Improvement of Estimation of Methods of Mixing Ratio of Buckwheat 

in Dried Buckwheat Noodles by Amino Acid Patterns 

Shinya Yamazaki!l， Hideyuki Karasawa and Hiroshi Ohinata 

Nagano Prefecture General lndustrial T巴chnologyCenter Food Technology Department， 

205-1， Kurita， Nagano， Nagano 380-0921 

. Estimation method of mixing ratio of mat巴rialsin processed foods by amino acid patterns were invented 
by Tamura et al. (the traditional way). It shows the ratio of buckwheat protein in dried buckwheat noodl田

as follows : 

I;al(pl(I; Cbl()2 -I;al(bl(I;bl(ρF 
αT-I;al(ρl({I;Cbl()2 _I;αl(b丹+I;b均l({I; Cαl()2-I;al(b丹

(A) 

α~ is the ratio of buckwheat prot巴in.al(， bl( and pl( are the amounts of amino acids of buckwheat，自our，
and a sample， respectively. The summation of αl(， bl( and pl( is standardized to 1. In short， the equation (A) 
is not estimating the mixing ratio of buckwheat as weight ratio in dried buckwheat noodles， but gives 
“protβin" ratio. We devised the estimation method of the mixing ratio of buckwheat as weight ratio (the 
improved way). The equation is as fol1ows : 

I;a;p;I;br-I;a;b;I;b;p;+伊三ιiCI;a;b;I;a;fJ;-I;arI;b;p;) 
¥ Xa / α'二、VF(B)

I;a;fJ;I;br+ I;a;biI;b;p;-~b CI;a;b;I;a;fJ;-I;arI;b;fJi) 
Xa 

a; and b; are the average amounts of amino acids of buckwheat and ftour. Xa， Xb and Xp are the amounts 
of the protein of buckwheat，自our，and a sample defined as Xa=I;a;， Xb=I;b;， and Xp=I;ρ;， respectively 
The equation (B) could estimate the mixing ratio of buckwheat as weight ratio， not prot巴inratio. Th巴n，a lot 
of dried buckwheat noodles contain vital gluten. We devised the estimation method of the mixing ratio of 
buckwheat in such noodles (three materials system). The equations are as follows : 

Za;'Pli'I;b;'2-I;a;'b;'I;b;'Pli' 
α2-エαJρ/CI;b;'2-I;α;'bη+ I;b;'p/CI;a;'2-I;a;'b;') 

(α 仇-Cj， b;==瓦-C;，P;;=P1;一己)

ZbrI;a;pli-I;a;b;I;b;Pli一α2'{I;a;P1;(I;br-I;a;bi) + I;b;PliCI;ar-I;aふ)}
71= I;brエαiCi-I;a;b;I;b;c;一α2'{I;a;c;CI;br-I;a;b;) + I;b己CI;ar-I;a;b;)} 

α1-α~ C1 -7a 

(c) 

(D) 

(E) 

α1 and 71 are th巴mixingratio of buckwheat and vital gluten， and Ci is the average amount of amino acids 
of vital gluten. By this method， the mixing ratio of buckwheat was estimated within the standard deviation 
of :t2%. (Received Dec. 24， 2009 ; Accepted May 22， 2010) 

Keywords: mixing ratio of buckwheat. amino acid pattern. weight ratio. dried buckwheat noodles. three materials system 
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表 1 そば粉・小麦粉・パイタルグルテンの平均アミノ酸量(水分補正なし)

アミノ酸 そば粉 小麦粉 パイタルグルテン そば粉 小麦粉 ノ、tイタルグノレテン

アミノ酸量 (g/100g) 

Asp 1.48 0.54 2.41 

Thr 0.60 0.37 1. 90 

Ser 0.80 0.64 3.41 

Glu 2.79 4.68 30.46 

Pro 0.56 1.49 10.04 

Gly 0.91 0.48 2.69 

Ala 0.66 0.40 2.00 

Cys 。目58 0.43 2.80 

Val 0.76 0.54 3.20 

Ile 0.56 0.47 2.97 

Leu 1.00 0.91 5.50 

Tyr 0.43 0.40 2.78 

Phe 0.73 0.66 4.11 

Lys 0.97 0.28 1.29 

His 0.39 0.29 1.68 

Arg 1.64 0.54 2.79 

総和 14.87 13.11 80.04 

近年，食品表示偽装が大きな社会的問題となっている.

そばに関しても例外ではなく，そば粉の配合割合を偽って

販売するケースが指摘されている.また平成 21年 4月に

乾めん類品質表示基準が改正され，平成 23年 4月からは

そば粉の配合割合が 30%未満の商品について配合割合の

表示が義務化される. このような背景から，より正確なそ

ば粉配合割合の推定方法が必要になると考えられる.

干しそば中のそば粉と小麦粉の配合割合推定方法はいく

つかの報告がある1)-8) 中でも田村らの方法1)は， そば粉

と小麦粉の蛋白質を構成するアミノ酸から干しそば中のそ

ば粉蛋白と小麦粉蛋白の割合を推定するもので，蛋白質を

構成するアミノ酸の構成比(アミノ酸パターン)が原料種

ごとで概ね等しいということを利用した，優れた方法であ

る. しかしこの方法はあくまで蛋白質の割合を測定してい

るため，実際のそば粉配合割合を求めるには不十分であ

る.本研究では，アミノ酸パターン類似率を用いる田村ら

の方法を「従来法」としてこれを改良し，つなぎ用小麦粉

の蛋白質含有量の変動が少ないという事実を活用してそば

粉由来の蛋白質重量を換算することにより，製品中のそば

粉重量割合を推定する「改良法」を考案した.

また干しそば製品の多くは“つなぎ"としてパイタルグ

ルテン(以下 VGとする)を配合している.3種類以上の成

分の配合割合を推定する方法としてアミノ酸パターン類似

率を用いた松永らの方法2)3)があるが，アミノ酸パターン

が酷似している小麦粉と VGを区別して配合割合を推定

することは容易でないと考えられる.そば粉配合割合の表

示が義務化されれば，このような製品についても配合割合

を推定する方法が求められる.そこで本研究では，アミノ

変動係数(%)

62.3 15.5 3.9 

61.0 12.1 5.3 

63.4 9.6 6.0 

66.4 7.3 6.2 

63.1 9.4 7.4 

62.4 13.4 3.5 

58.9 15.5 3.7 

63.7 10.5 7.0 

60.1 12.3 5.0 

58.4 10.9 5.3 

57.9 10.3 5.4 

61.0 12.6 4.8 

59.8 9.1 7.2 

64.8 18.9 3.1 

62.7 13.2 5.8 

67.8 20.3 4.9 

63.0 9.9 5.8 

酸パターン類似率にアミノ酸量を加味することによって

VGを含む 3成分の配合割合を推定する 13点系の配合割

合推定法」を考案したので，あわせて報告する.

実験方法

1.試料

試料はそば粉 7 点 (A~G，蛋白質量: 6.2~29.2 (g/100 

g))，そばつなぎ用の小麦粉 4 点 (a~d，蛋白質量: 1 1.7~ 

14.8 (g/100g))， VG4 点Ci ~iv) を用い，それぞれのア

ミノ酸量の平均値を推定計算に用いた.なお試料はいずれ

も産地，品種を問わず集めた.各試料の平均アミノ酸量と

その変動係数を表 lに示す.

推定分析法の精度検証を行うために，そば粉と小麦粉を

それぞれ A. b， B . c， E. a， G. dの組み合わせで，そば

粉の割合を 25，50， 75% (w/w)に設定した混合試料を作

成し，実験試料とした. 0， 100% (w/w)は混合試料に配

合した小麦粉もしくはそば粉そのものとした.また VGを

含むものに関しでも同様の検証を行うために， B. a ・iv，

D ・C・温， F. b . iiの組み合わせでそば粉の割合を 25，

50， 75% (w/w)， さらにそれぞれについて VGの割合を

2， 5， 8% (w/w)に設定した混合試料を作成し，実験試料

とした.

2. アミノ酸分析

前処理は塩酸による加水分解9)により行った.試料約

100mgと20%塩酸 10m!をアンプル管に入れ減圧封管し

た.これを恒温炉で 110
0C，22~24 時間加熱したのち減圧

蒸留し，残置を 0.02N塩酸で 50m!に希釈して試料液とし

た.
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図 1 2点系のベクトル図

N 
A 

OT  

OA (a" a2，…a，，) :そば粉のアミノ酸量の成分ベクトル

OB (b" 九…bn) :小麦粉のアミノ酸量の成分ベクトル

OP (p" P2，…Pn) :試料のアミノ酸量の成分ベクトル
α そば粉配合割合 (0;<::;α，;<::; 1，ゲ+s'=1)

上付きの Nは規格化されていることを表し， α千はそば粉由

来の蛋白質の割合を表す.また A，Bは平均のベクトルで，

符号のついていないもの (A)は原料のベクトルを表す.

調製した試料液をアミノ酸分析計(日立ハイテクノロ

ジーズ製 L-8800)で，ニンヒドリン発色法により測定した.

得られたスペクトルのピーク面積を標準試料 (Thermo

Scientific社製)のものと比較し，各アミノ酸成分につい

て質量%濃度を算出した.なおアミノ酸分析の分析誤差は，

E ・a50%の試料を 5点測定した結果の標準偏差として求

め，各アミノ酸成分について::tO.OOl~O.016% であった.

3. 配合割合の推定計算方法

(1) 従来法による配合割合推定方法

計算式の導き方は田村らの論文1)を参照して頂きたい.

図 lに示すベクトル空間 (0，AN， BN， pN)を考えることで，

そば粉由来の蛋白質の割合α'Tは次の計算式で求められる.

， 
αT-

Zal(pl(~ (bf1)L ~αl( bl( ~ bl( pl( 
~al(pl( æ(b灼2_ ~al(b丹 + ~bl(，ρl( a (af1) L ~al(b丹

(1) 

ここでαzや bi，Piはその合計が lになるように規格化さ

れている.すなわち規格化された ai，bi，ρzをそれぞal(， bl(， 

pl(とすると，

αf==さ~， L;al(=l 
ムαz

と表せる.bl(， ρFについても同様である.

(2) 改良法による配合割合推定方法

改良法では原料の蛋白質量の違いを考慮するため，アミ

ノ酸量の和を lに規格化せずにそのまま(1)式へ代入する.

しかし表 lの変動係数を見ても分かるように，そば粉につ

いては原料ごとの差が大きいので，平均値を用いて推定計

算を行うと本来の配合割合からのずれが大きい.そこで以

下の方法により小麦粉と混合試料の蛋白質量(アミノ酸量

の総和)を用いて，そば粉の平均アミノ酸量aiを原料そば

粉のアミノ酸量αzに補正することで，より実際の配合割合

B 

C 

O 

図 2 3点系のベクトル図(1)

2tL(αh a2，…a，.) :そば粉のアミノ酸量の成分ベクトル
2E(bl，bb …bn) :小麦粉のアミノ酸量の成分ベクトル

空三(C" C2，…Cn) : VGのアミノ酸量の成分ベクトル
OPl (Pll' ρ山…ρρ:試料のアミノ酸量の成分ベクトル

α1 :全体重量に対するそば粉の配合割合 (0;<::;α1~三1)。1・全体重量に対する小麦粉の配合割合 (0;<::;βl三1)

71 :全体重量に対する VGの配合割合 (0;<::;71三1)

(αI+sl+71=1) 

に近い値を求められるようにした.つまり図 lでベクトル

01¥を 6互に補正して，的ではなくゲを求めるのである.

そば粉の平均の蛋白質量をXa% (Xa=~a，ふ原料そば

粉の蛋白質量を未知数 Xa%として aiを補正した原料そば

粉のアミノ酸量aiは，次のように表せる.

Xa ー
αττ-ai 

~忌.a

(2) 

また小麦粉の平均の蛋白質量をXb% (Xb=~bふ試料

そばの蛋白質量をXρ%(Xρ =~Pi) とすると Xp =α'Xa +βr

Xb (α， +s'=l)であるから，Xa%は次のように表せる.

_ Xp-Xb 
Xa=~一+Xb (3) 

biを小麦粉の平均のアミノ酸量として(1)式の α江町， ρF

の代わりに αi，bi，ρzを用い， (2)式， (3)式を代入して整理す

ると，そば粉配合割合α'は

α=  

一 一一(J(ρ Xb¥ 一
~aiPi~ b1- ~aibi~biP;+( ~'P" ~'O )(~aibi~aiPi- ~ar~biP;) 

¥ Xa / 

V 
~aiPi~bT+ ~aム~biPi ー土(~aibi~aiPi- ~aT~biPi) 

Xa 

(4) 

と表せる.ここでそば粉配合割合ゲは， I試料がそば粉，小

麦粉のみからなる場合に，全体重量に対してそば粉が占め

る重量の割合」とする.

(3) 3点系の配合割合推定法

図 2に示すような 3点系のベクトル空間を考える.5Z
一一+

はそば粉の， OBは小麦粉の， OCはVGのアミノ酸量の成
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分ベクトルである(なお計算の際には，小麦粉および VG

のアミノ酸量は平均の値 bi， Ciを用いる). ベクトルは(1)

と同様に η次元の成分ベクトルだが，各ベクトル成分は規

格化されていないものとする. なお小麦粉， VGのアミノ C 

酸量は 4試料の平均の，そば粉のアミノ酸量は原料として

使われているもののデータを用いる.

まず点 A，B， Cから構成される平面を考える.ABと平

行で Q'Iを通る線分を A2B2とする.Q;は平面 ABC上に
一一一今 一一一う 一一今 一一一ぅ

あり OQ;二 α10A+β10B十710Cとなる d占で， A2' B2はそれ

ぞれ CA，CB上の点である. CQ'Iの延長線上で ABとの

交点を Q~ とし， A Q~: Q~B=βα; とすると， A2B2はAB
-一一一+

と平行であるから A2Q;:Q;B2=出 :α;となり， CQ;=尚
一一一一+ 一一一一歩
CA2 +β~CB2 と表すことができる.なおここで試料に配合

されているそば粉と小麦粉の合計重量に対するそば粉の重

量割合を U，小麦粉の重量割合を β; と表し， α~+β~=1 と

する.

ABとA2B2は平行で，CQ;: Q;Q~= 1-71: 71であるか

ら， CA2: A2AとCB2:B2Bはどちらも 1-71:71である.
一一一一←〉 一一一一一歩 一一一一歩一一一一一歩

よって CA2，CB2はそれぞれ CA2=(1-71)CA， CB2=(1-
一一一一歩

71)CBと表せる.

ここからは(1)と同様の方法で進める. CA2とCB2から
←一一->・ 一一一一→房 一一一一一歩

作られる平面について， CQ1=α2CA2+β2CB2 (α2+β2*1) 
一一→ 一一+ 一一今

として考える. PIQl はCA2とCB2の作る平面上に下ろし

た垂線なので，

PIQlとCA，CBの内積は Oになるから，

一問↓
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これらより α2，んを計算すると，
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となる. ここで a;=ai-Ci，b;=bi一己，P;i=ρli-Ciである.

αj=α2/ (α2十β2) なので， α2，β2を代入して αjを計算する

と，

Yl 

P2 

O 

図 3 3点系のベクトル図 (2)

αjニ

21αJρli' 'L， b;'2 -'L，α;'b;''L，b;'〆li

'L，a;'Pli' ('L，b;'2-'L，a;'b;') + 'L，b;'ρli' ('L，a;'2-'L，a;'b;') 

(5) 

と表せる.

次に 71を求めるため，図 3のような図形を考える.点 P2

はCPlの延長線上にあり，CQ~ の延長線上で α2CA+んCB=

CQ2となる点 Q2に垂直に交わる点である. 点、 Q~ は点 Q; か

ら CQ; の延長線沿いに 71CQ~ 移動した点なので，点 Q2 も

点 Qlから CQ;の延長線上沿いに 71CQ2移動したものとす

ると， CQI: QIQ2二 1-71:71となる.PIQlとP2Q2は平行な

ので， CP1: PIP2=CQl : QIQ2ニ 1-71:71である.以上より

OP2は次のように表せる.

一一一---o>

一一+一 OPI-710C
OPワ-

1-71 
(6) 

OP2より 71を求めるために，図 4のような点 0，A，Bに

よって作られる平面について考える. OQ'2の延長線上で

点 P2 と垂直に交わる点を Q~ とし， OQ~=α~OA+β~OB と

して(1)と同様の方法で計算すると，次のようになる.

α2ニ

Za;]りli'L.bi
2-'L.aibi'L.biPli+rl ('L.αみ'L.bici -'L.aici'L. b?) 

(1-rl) {'L，a/'L.b/-('L.αみ)2)

β;= 

Za/'L.bipli-'L.αふ'L.aiPli+rl('L.aibi'L.α正i-'L.ai2'L.bic;) 
(1-71) {'L.a/'L.b/ー ('L.aib;)2)

これらを αj=α~/ (α~+β九)に代入し， 71 について整理すると，

71= 

Zbl"[;aiPli-"[;aふ"[;b改li一日2'(L;a，pli("[;b1-"[;aibi)十"[;bitli("[;a1-"[;aib;)} 

"[;b1"[;aiCi-"[;aふ"[;biCi 日2'(L;a;ci("[;bl-"[;aふ)+ "[;bici("[;al-"[;aibi)} 

(7) 

と表せる.Uは(5)式から求める.αlは

α1-α~ (1 -71) 



のは，原料のそば粉と小麦粉の蛋白質量の差が原因である

と考えられる.従来法ではアミノ酸量の総和(つまり蛋白

質量)を lに揃えているため，実際に計算しているのは蛋

白質量の比であるから，原料のそば粉と小麦粉の蛋白質量

の差が大きいほど実際の配合割合から離れてしまう.そば

粉 Aは小麦粉に比べて蛋白質量が極端に少なく (6.2(g/100 

g))，そば粉 Bは極端に多い (26.8(g/100g))ため，理論

値とのずれが特に大きくなったと考えられる.改良法にお

いても計算結果にある程度のばらつきがあるが，これは実

際の原料との蛋白質量の違いや，アミノ酸組成比が品種や

製粉部位によって全く同じではないことも一つの要因と

なっている.

原料そば粉の情報が無い場合でも重量配合割合を求めら

れる方法として松永らの方法制)があり，この方法は標準

となるアミノ酸組成を手入力で調整することによって実際

の配合割合に近い値を得ることができる.今回考案した

「改良法」は， 2原料の場合に限るが，松永らの方法による

計算を一つの式で行えるように簡便化したものとも言える.

2. 3点、系試料の配合割合推定結果

実験の計算結果を図 6に示す.図中に土で示した数値は

そば粉の推定割合αlの各設定割合における標準偏差であ

る.また(:t)で示した数値は VGの推定割合7tの各設定

割合における標準偏差である.

計算に用いたそば粉のアミノ酸量は各混合試料に配合し

たそば粉のデータであり，そば粉の蛋白質量としては Bが

多く (27.8(g/100g))， Dが少なく (5.6(g/100g))， Fが

平均程度(11.4(g/100g))であった.なお前述とそば粉B

の蛋白質量が異なるのは，分析するタイミングの違いによ

る誤差を避けるために，試料に用いたそば粉のアミノ酸量

を混合試料と同時に測定したからである.

全体的に αlの標準偏差は小さく精度は 2点系と同程度

だが，平均値が設定値に対して 1~3% 程度低く出ている

ことから， 確度は 2点系より若干劣ると言える. ところで

他に比べて VG8%における αlの標準偏差が大きいのは，

主に Dciiiのそば粉 50%，75%のα1が設定値

よりかなり低くなったことに起因すると思われ

る. これは蛋白質量の少ないそば粉Dと， VG 

の8%という比較的高配合の組み合わせによ

り，全体に占めるそば粉蛋白の量が小麦蛋白に

比べて非常に少なくなったために，小麦粉，

VGの平均と実際のアミノ酸量の差など微妙な

誤差が強く影響してしまったと考えられる.

また r1 の標準偏差は全体的に土0~1% と小

さいように思われるが， VGの割合自体が少量

であるので相対誤差はむしろ大きいと言える.

3点系の推定計算が可能で、あるのは， アミノ酸

量の違いを考慮することで小麦粉と VGのア

ミノ酸組成を区別しているからである.
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1. 従来法と改良法の結果比較

実験の計算結果を図 5に示す.図中に±で示した数値

は，各設定割合における推定計算値の標準偏差である.図

中の直線は理論値で，これに計算結果が近いほど実際の配

合割合に近いことになる.計算値の平均は従来法，改良法

ともに理論値に近くほぼ同程度の値だが，従来法による推

定計算値の標準偏差は配合割合の設定値が 50%の時に土

13と最大になり， 0%もしくは 100%に向かうにつれて減

少してゆく.一方改良法では 0%から 100%に向かうにつ

れて減少し，配合割合 50%以上では:t2程度である.この

結果から，改良法は従来法に比べてより実際の配合割合に

近い値で計算できる配合割合推定方法と言える.

従来法の計算結果でこのように大きなばらつきが生じる

より求めることができる.ここでそば粉配合割合α1は，

「試料がそば粉，小麦粉，および VGのみからなる場合に，

全体重量に対してそば粉が占める重量の割合」とする.

なお (5)式， (7)式には (4)式のような蛋白質量を補正する

項がないため，そば粉のアミノ酸量として平均のデータを

用いると， (2)で述べたように本来の配合割合からのずれが

大きくなる.そのためこの計算を行う場合には原料に使わ

れているもののデータを用いなければならない.

( 39 ) 

図 4

P2 

3点系のベクトル図 (3)

実験結果および考察

β2' 

O 

改良法

討

lea-

、
垣
根
梨
Q
h
v罰
hw旧
自

::!::2 
内-:.. 

従来法

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

↑
、
垣
根
製
Q
O罰
奈
川
村
芯

0.20 
o 25 50 75 100 

そば粉割合の設定値(重量%)

しかし

o 25 50 75 100 
そば粉割合の設定値(重量%)

(左)従来法(右)改良法による推定計算結果図 5
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そば粉割合の設定値(重量%)

図 6 3点、系の推定方法による推定計算結果

VGは言わば小麦粉の蛋白質を濃縮したものであり， 小麦

粉とほぼ同じアミノ酸パターンであることがれのばらつ

きを大きくする要因の一つになっていると考えられる.

要 約

本研究では田村らによって開発されたアミノ酸パターン

類似率を用いるそば粉配合割合推定方法をもとに，平均の

そば粉のアミノ酸量を補正して原料そば粉のものに近似す

る項を導入した「改良法」を考案した.代表的なそば粉の

アミノ酸量成分ベクトルを A，小麦粉を B，またそば試料

をPとし，そば粉の平均のアミノ酸量を au小麦粉の平均

のアミノ酸量を bu そば粉の蛋白質量を Xa%，小麦粉を Xb

%，試料を Xp%として計算すると，そば粉配合割合ゲは

α 

一一一 (Xp-Xb¥ 一 一
"L.!iiPi"L.bT-"L.a;bi"L.biPi+( .'P" .'0 )("L.!iibi"L.!iiPi-"L.!ir"L.biPi) 

¥ Xa / 

V 
"L.aiPiL;br+ L;aibi"L.biPi一一一ι("L.a;!JiL;aiPi-L;arL;biρ;) 

Xa 

と表せる.この式によって，そば粉の割合が 50%以上のそ

ば粉・小麦粉混合試料については標準偏差が:t2%で，実

際の配合割合に近い値で推定することが出来た.

また田村らの方法を 3点の系に応用し， VGを含むそば

の原料配合割合を推定する方法を考案した. VGの各アミ

ノ酸量の成分ベクトルを C，VG含有のそば試料を Plとす

ると，小麦粉に対するそば粉の比率αjは

L;a/Pli'L;b/2-L;a/b/L;b/ρli' 

α2-L;a/Pli'("L.b/2-L;a/b;') + L;b/Pli'(L;a/2-L;α/b/) 

と表せる.ここで Gj=αi-Ci，b[=bi-Ci， P;i=ρ1i-Ciである.

そして全体に対する VGの割合 71は，

71= 

Zb1L:時 li-L:aふL:biPli日2'(L:aiPli(L:b1-L:帥;)+ L:biPli(L:a1-L:aib;)} 
L:b1L:aici-L:aibiL:biCi一日2'aa沿(L:b1-L:aib;) + L:biCi(L:a1-L:aib;)} 

と表せるので，全体に対するそば粉の割合αIは

α1-αf(l-71) 

より計算することが出来る.小麦粉と VGのアミノ酸量と

して平均の値 buCiを用い，この方法で計算すると，全体的

に設定した配合割合よりやや低めの値になる傾向があった

が，そば粉の蛋白質量が少なく VGの割合が多い場合を除

いては:t2%程度の標準偏差でそば粉配合割合を推定する

ことができた.

本研究に用いる試料を提供していただいた日穀製粉

(株)，信陽食品(株)，柄木田製粉(株)に深く感謝申し上げ

ます.
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