
  
  有色素米新系統「滋賀紫糯70号」,「滋賀紫71号」および「

滋賀赤72号」の機能性評価とその加工適性

  誌名 滋賀県農業技術振興センター研究報告
ISSN 18814735
著者名 西田,阿斗
発行元 滋賀県農業技術振興センター
巻/号 50号
掲載ページ p. 99-103
発行年月 2011年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



滋賀農技セ研報 (Bull.Shiga‘Pref.Agric. Tech.Promo.Cent.) 50:99--103 (2011) 

有色素米新系統「滋賀紫精70号J，["滋賀紫 71号jおよび「滋賀赤72号」の

機能性評価とその加工適性

西田阿斗

Filllctionality Estimation ofThree New Colored-Kemel Rice Lines Breeding in Shiga Prefecぬre，

and Its Processing Suitability 

AtoNIS紅白A

1 .緒言

米は，わが闘における食生活の主役であり，米を主食

とした岡本型食生活は，栄養的に適切なバランスを保ち，

理想的な食生活とされている.しかし，食生活の多様化が

進み，肉類や油脂類の消費が増加したことから，米の需

要の減少や，栄養バランスの崩れによる生活習慣病等の

増加が懸念されている5)

このような背景から，新たな米の需要輔Ij出し，多樹七し

た消費者ニーズ、に応えることができる「有色素米」が全国各

地で育成されている 5) 有色素米Jは， :t溺醤に紫禁色キ3赤

色の也素を含み，その色素成分は，お桂樹倣質であるポリフ

ェノーノレのー穏である1lことから，健康食品としての需要が

高まってし、る.また，古代に日本で「有色素米」が耕音され

ていたという説があることから古代米j とも呼ばれ，地

域iおこしの材料としても投目されてしも.

滋賀県でも， i有色素米Jが耕音されており，これらをカ江

原料とした土砂穿持産物の開発も盛んになってし、る. しかし，

現在，柔むきされている構系紫黒米品種帯紫J，梗系紫黒米品

種 fおくのむらさきJおよび頼系赤米品種 fベニロマンjは，

{船出或で育成された品種であるため，県内では春色が安定せ

ず，発色が不均一であるという民噛があった.そこで，均一

に濃く発色する木県独自の有企素米系統として，嬬系紫黒米

系統 f滋賀紫嬬70号j，頼系紫黒米系統「滋賀紫71号Jお

よび瀬系赤米系統 f滋賀赤72号」の3系統が育成された6)

これらの有色素対噺系統は，今後の現湯ニーズの痛まりに応

じて，品種登録を特うこととしている.需要推進にあたって，

機能性詩舗とその加工適性の把握のため，本県育成3系統の

粒色，ポリフェノール含有量およ制定割訪由主を既存品穏と

比較し，盟主温度との関係について考察するとともに，最適

な加工方法や揖構歩合について検討したので報告する.

2. 材料および方法

2. 1 有色素米のヰ領主評価

(1)供試制ヰとその調製

農業槻振興センター産の「酷賀紫嬬 70号j ， i滋賀紫

71号」および「滋賀赤72i予j (2007 ~2009 年産)，比較品種

として，詞条件で耕iきされた紫黒米品種 f朝紫J，iおくのむ

らさきJ(2007 ~2009 および赤米品種 fベニロマンj

(2009年産)さと供試した.紫黒米品穏・系統は，制島精歩合

(95， 90， 85， 80%)に調製した(表1，図1).

表1 供試試料

組み合わせ(母/父)

朝紫/ゆめおうみ
朝紫/ゆめおうみ

車両極・系統名
滋賀紫嬬70号
滋潔紫71号

紫黒米
(上と)朝紫

.....・・e・・・・・ー・・・・〔鳥c!.お~~虫魚長者支...‘....
滋賀赤72号 ペニロマン/ゆめおうみ

岩手米
(比)ベニロマン

滋賀紫嬬70号 滋賀紫71号 滋賀赤72

図1 有色素米の外観(2∞7年産)

(2)調査方法

①玄米の粒色

色素活着率は，無作為に300粒を抽出し 1粒の着色度

合いを視覚判別により 3段階(良，中，不良)で評価し，

全粒に占める各新面の粒数の答1)合を求めることで算出したー

玄米の表間色は，測色色差計 (ZE-2000;日本震色工業劉

で測定した.

②総ボリフェノーノレ含有量の測定

0.1% (v/v)塩酸メタノーノレで色素を抽出し，

Folin-denis法に従って定量し、(+)ーカテキンペ相当量とし
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2. 2 有色素米の加工遮性

(1)供試制ヰとその調製

農業出iす振興センター産の「滋賀紫嬬 70号J，r滋賀紫 71

号J，r滋賀赤72号J，r滋賀羽二重嬬Jおよび「コ、ンヒカリJ

(2008年産)を供試した.r有色素米Jは，各掲構歩合 (97%，

95%)に調製し滋翻3二童話需Jおよび「コシヒカリJは掲

精歩合92%に調製した

(2)加工方法

橋系の f滋賀紫嬬70号」は， r滋賀羽ニ重嬬」に励Bして

fおこわjを，一方，鞭系の f滋賀紫71号jおよび f滋賀赤

72号」は， rコシヒカリjに添加して「炊飯米jを加工した.

添訓割合は，紫黒米系統が 5%(w/w) ，赤米系統が 10%(w/w) 

とした f有色素米jは，玄米に処濯を加えず添加した f玄米

(無処嘩)区J，一晩 (25
0C、18時間)水に浸演した玄米と 12 

その水を一緒に協加した「玄米(浸演)区J，捻精歩合を97% 雲山
I.l.. 'V  

て求めた2)

也統駿化活性の評仮

DPPHラジカノレ捕捉活性を指標にし， 80%エタノールで色

素を抽出し，山口らの方法に準じて測定し， Trolox当量(μ

mol Trolox eq. /g F. W. )で示した4)

④ポリフェノール色素局在性の調査

措法捗合別にボリフェノール含有量を測定し、をZ素の局

在性を調査した.

または95%に調製し添却した r97%掲椿区jおよび r95%掲

精区j の4症を設定した.

(3)調変項目

①吉;能言利面

タ槻は，色の濃さを3段階で矧iffiし，食味は， r香りJ，r味J，

「粘りJ，r硬さ」および f総合」の5項目について， rおこ

わjは f滋賀羽二重嬬Jを炊飯米jは「コシヒカリ」を

(0点)とし 5段階で評{節した.

3.結果

3. 1 有色素米のヰ針金許価

色素活着率の「良」の割合は， r滋賀紫嬬70号Jで94.3%，

f滋賀紫71号Jで'98.3%と高く， r朝紫jで34.3%，おくの

むらさきjで17.9%と低かった.玄米の表面色を表すじ・ゲ'b*

f痘は，紫黒米品種・系統では治安紫手前O号jおよび「滋賀

紫71号jが f朝紫jおよび「おくのむらさきjよりも低く，そ

の標準{漏差は小さかった.赤米品種・系統では滋賀赤72

号Jが「ベニロマンJよりも，玄米表街の赤みを表す'a*が高か

った(表2). 

紫黒米品種・系統における 3年間の平均総ポリフェノール含

存最は滋賀紫手書評0号jで玄米19あたり8.1昭滋賀紫71

号」で'9.7mgと多く朝紫jで4.2罰g， rおくのむらさきJで

2. 7mgと少なかった.また， 3年間の平均登熱温度は， r滋賀

紫手需70号jで24.3
0

C， r滋賀紫71号jで25.0
0
Cと低く， r輯紫」

で26.4
0
C， rおくのむらさきjで26.2

0

Cと高かった.一方，赤

米品穣・系統の総ボリフェノール含有量は，玄米19あたり6.311ほ

と同等で、あったが，登熟温度は r滋賀赤72号Jで'25.90
Cと「ベ

ニロマンjの21.5
0

Cよりも高かった(表2). 紫黒米品麓・

系統の登熟温度と総ボリフェノール含有量の閥系式を年次ご

とに比較すると，両者の間には負の相陽性があり，登熱湯震が

高いほど，給、ポリフェノール含有量は少なくなる傾向を示した

が，年次によってその傾きは異なった(図2)

2008年(Rコ0.93)
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盤滋賀紫71号
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傘おくのむらさき

塁審

重量

。
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愛熟j鼠度l)(oC)

図2 登熟温度および総ポ1)フエノ…jレ含有量の関係

注1)登熱繍習の平均気EE

品種・系統名

表2 有色索米の色索活霊安主将表言語色。総ポリフエノール含有牽および登熱温度(2007-2009年)

色素j舌望号率(%)') 表面色2) 総ポリフエノー)(，含有蚤

良中不良 し* a* ザ (mg/g F，W.) 

登熟Eヨ数4)

(日)

登熟温度3)

(OC) 

滋賀紫矯70号 94.3 5岨4 0.2 19.0土0.6 3.9 :t:0.4 1.6土0.0 8.1 24.3 36 

滋賀紫71号 98.3 1.7 0.0 18.8土0.4 1.7土0.2 0.8土0.1 9.7 25.0 36 
紫蒸米

(比)靭紫 34.3 39.2 26.5 24.9土5.6 7.4土2.1 7.4土4.5 4.2 26.4 32 

‘〔比]おtの.~!?書室….1.7.企...~.~:.~.......?~.，?.........g生3会.?:.?........?.}主 UL....... 9:.7.主 ?ß.........ー………p…………………..g!i:h........ー………~.9…
滋笈赤72号 一一一 37.5士0.7 17.8士1.2 22.6土 0.7 6.3 25.9 33 

赤米
(比)ペニロマン 一 一 一 41.8土1.2 11.7土1.1 21.9土0.4 6.3 21.5 41 

1主1)良玄米全体が査を色中玄米の一部が棄を色不良不良。玄米の腹側が茶色(，玄米の半分が章受色不良

注2)じ値i立高いほど明るく，ぶ{創立+で赤みが強(， b'j立十で言電みが強いことを示す

f主3)登熟燃間の平均気潟

注射出稼鱗~成熟期までの日数

i主的「ベニ臼マンJは2009年倒産。 fベニロマンJ以外は2日07-2009年の平均値
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表3 玄米の総ポ1)フェノー}~含有量およびDPPHラジカ}~捕捉活性 (2007年)

総ポリフ工ノール含有量 DPPHラジカル檎捉活性1)
品種・系統名

き

田

守

山

町

mu
号

む

一

号

嬬
円
紫
∞
一
花

紫
紫
戟
お
一
赤

繍
一
蹴
…
叩
山
山
一
麟

υ
K
 

黒

米

赤

紫

泊五d丑」
8.91土0.16

10.72ごと0.49

3.96土0.06

2.97土0.04

8.09ごと0.21

(μmol Trolox eq./j~ F.W.) 

45.9:と0.5

60.7土3.6

21.4土0.8

15.1:t1.7 
65.9土3.1

撞精歩合 1αOg令

主主1)健が高いほど，抗酸化活性が蔦いことを示す.

85% 80与も

滋賀紫檎70号

滋賀紫71号

紫部
制

レし
E
r
i
p
 

(比)おくのむらさき

95% 叩%

強精歩合口 80覧
額 85%
包 90%

ロ95見
13!l100% 

o 2 4 6 8 10 12 

総ポリフェノール含有議(mg/gF胤)

密3 各;島精歩合における有色素米の外観および総ポ1)フヱノール含有量 (2∞7年)

議事育歩合 外観 香り 味 事者り 硬さ 総会 備

玄米(然処理) 中 0.5 0.3 。。 0.5 0.0 お」わ

滋笈紫襲警70号 玄米(渓渓) iJ塁 0.8 0.3 0.5 0.5 0.3 基準:滋賀oJ'Iニ璽繍

97%議綴 中 0.5 0.5 0.3 0.3 1.0 

95%盤盤 淡 0.5 。屯3 0.3 0.3 0.8 

玄米(祭処理) 中 。。 一0.8 キー0.2 0.8 ω 1.2 *炊飯米

滋焚紫71号 玄米()受j震) ;j譲 司 0.4 -0.8 * 。。 0.2 一0.8 本基準ーコシヒカリ

97%強務 中 明 0.2 。司2 0.4 一0.2 0.2 

95%盤鐙 i炎 。。 0.2 0.4 0.0 0.4 

玄米(然処理) 中 。。 一1.0 * 。。 1.3 *ー1.3 *炊飯米

滋潔赤72号 玄米(浸j策) ~護 0.3 -0.8 0.3 1.3 * -1.0 *基準コシヒカリ

97%纏務 中 0.0 。。 一0.3 0.5 0.5 

95%盤盤 i炎 0.0 0.0 0.0 向。3 0.3 

注1)外観{止，後中。淡の3段階で評備した

食味は。基準を0点とし.2非常に良い-0同等--2非常に皇室いの5段階で評備した

*1ま.~喜善主と比絞して e 手事支霊釜があることを示す (p<O.05)

玄米のDP問ラジカル捕捉活性値は，紫黒米品種・系統では，

総ポリフェノール合有量が多いものほど， DPPHラジカノレ捕捉

活性値も高くなった.しかし，赤米系統の f滋賀赤72号」では，

f滋賀紫帯70号jおよび f滋賀紫71号Jよりも，総ポリフェノ

ール含有量は低かったが， DPPHラジカル捕捉活性値は高かった

(表3). 

一方，ポリフェノール色素の局在性を調査したところ，紫黒

米品種・系統では，掲精歩合が{尽くなるにつれて，者色が薄く

なり， 1，麟捗合85%以下では，外観がほぼ白米と関等になった.

玄米の総ボリフェノール合有量の多い「滋賀紫檎70号jおよび

f滋賀紫71号」は，掲精歩合が低くなっても，ポリフェノール

含有量が比較的多かった(図 3). 

3. 2 有色素米の加工適性

有色素米を添加した fおこわjおよび「炊船長jの食味官能

持食では，全{本が紫色または赤色を帯びた.玄米(無処理)区

は，色むらが見られたが，玄米(浸漬)区は，色むらが見られ

ず全{材。に濃くなった. 97%掲精区および95%檎精区では，

95%の方が色調は淡くなった滋賀期信0号」を納Eした「お

こわJでは， 97%掲精区滋賀紫71号」を糊自した f炊飯米」

では， 95%捻精区滋賀赤72号jを添却した「炊船長Jでは，

97%掲精豆が最も総合評価が高かった炊飯米」の玄米(無

処握)区およひ玄米(浸演)症では味Jおよび f総合jの

言判面が fコシヒカリj よりも劣った(表4).

-101 -



滋賀県農業技術援輿センター研究報告 第 50号 (2011)

4. 考察

「滋賀紫穣70号jおよび「滋賀紫71号」は，比較品種よ

りも，色素活着率は高く，玄米の表面色を表すど・ゲ・凶疫は低

く，総ボリフェノール含有量は多かった滋賀赤72号jは，

比較品種よりも，玄対七表面の赤みを表すa可直が高く，総、ボリ

フェノール含有量は悶等で、あった.これらのことから，本県

育成新3系統は，比較品稜よりも，着色が濃く，均一である

うえに，総ボリフェノール含有量も多い系統であることが確

認できた.紫黒米品種・系統の総ポリフェノール合有最およ

び DPPHラジカノレ捕捉活性値との間には，正の相関性

(R=0.996)が確認できたことから，紫黒米品種・系統が持つ

おt酸化f酎生は，総ボリフェノール含有量に起因すると考えら

れた.しかし，赤米系統の f滋賀赤 72号jは滋賀紫嬬

70号」および「滋賀紫 71号」よりも，総ボリフェノール合

有量は少ないにもかかわらず， DPPHラジカル捕捉居住{直は高

かった.これは，赤米品種・系統は fタンニンj系の急素を，

紫黒米品種・系統は「アントシアン」系の色素を含む1)こと

から，ポリフェノーノレの穣類によって抗酸化活『院が異なるこ

とが示唆された.また，紫黒米品種・系統の総ポリブ工ノ…

ル合有量と Lヘゲ'b守直の聞には，それぞれ正の相関性(R=0.78，

0.90， 0.83)が石器官、できたことから，紫黒米品種・系統の玄

米の表面色の Lヘゲ'b守疫を測定することで，総ポリフェノー

ル含有量を簡易に推量することが可能であると考えられた

紫黒米品種・系統ではp 掲精が高くなるほどp タ湖の色調

は白米に近づき，総ボリフェノール含有輩出肢かした.よっ

て，玄米のまま，もしくは，掲精を行う場合は90%を限度に

することで，色素成分が残存し，鮮やかな色とボリフェノー

ル成分を活かすことができると考えられた

受熟温度と総ポリフェノール含有量の関には，調査年次ご

とに，負の相関生が石錦、でき，登熱海度が高し、ほど，総ポリ

フェノ}ル含有量は少なくなった.これは， -~鴎句に「有色

素米jは，登索L期間の高温によって色素量が減少し，着色が

不均一になるため，ボリフェノール含有量が減少することと

一致している.また朝紫Jの玄米の着色およひ戦能性成

分については，登熱温度が26
0

C以上で着色が不安定になるた

め， 日平均気j恩が 250C穏度であれば，玄米の着色が安定し，

品質およびポリフェノール含有量が向上することが報告され

ているお.本試験では滋賀紫嬬 70号jおよび「滋賀紫

71号Jの着色が安定する登熱温度は， 24~260'仁浮島支と考えら

れたが， 260C以上の高温条件の総ボリフェノール含有量につ

いては検討で、きなかった.また，登熱温度が間じであれば，

f滋賀紫嬬70号jおよび「滋賀紫71号」の総ポリフェノ…

ル合有量は，比較品種よりも多いことから，本来育成系統は

比較品種よりも，高温でも着色が安定すると考えられた栽

培方法で登索胡の高温を避ける手段としては，移植期を避く

することや中山間え減等で耕音することが考えられる.本試

験は，平土即也で5月 10臼頃に移髄したものであるため，今後

は， f針直時期や産地が異なる f有色素地の者割呈度にっし、

ても検討する必要があると考えられた.

「有色素米Jには，紫黒米および赤米，または，梗系およ

ひ濡系があり，その特性に合わせた加工対去を検討すること

が必要である.そこで、，木県育成3系統の加工利用方法につ

いて検討を行った.結巣，本県育成3系統を加工利用するに

は，玄米のまま利用するよりも，軽く掲精したものを手Ij用す

る方が，食味の官能話可箇が良かった.これは，玄米では糠臭

さが強く感じられたため味jおよび f総合jの評価が劣っ

たと考えられ，軽く捻精した米を白米に少量混ぜて利用する

方法が適してしもと考えられた.しかし，色素成分やポリフ

ェノーノレ成分を活かすために，玄米のまま利用するときは、

玄米を一晩 (25
0

C、18時間)水に浸潰し，十分吸水させてか

ら利用することで，色むらのない「おこわ」および「炊飯米j

が得られると考えられた.

以上から，有色素米系統「滋費紫嬬70号J， r滋賀紫 71

号jおよび f滋賀赤72号jは，ボリフェノール愈素を多く合

み，者色が均一で濃いこと，経く捻精して利用することです交

味が向上すること，玄米のまま利用する場合には，一晩(250C、

18時間)水に浸演すると良いことが明らかとなった.

一般に、「有色素米Jの耕i互に関しては，郊佐や混穏を避け

るために，一般品種と縞離できるほ場で宗除去する必要がある

ことから，中山開地域等での普及が望ましいと考えられてい

る木県の中山間地域においても，地域のl同教を活かした差

別化，高付加価値化できる水稲品種への要望が5齢、ことから，

f有色素米」の導入は遺してし、ると考えられる また， r滋

賀紫捕70号Jおよび「滋賀赤72号j は，それぞれ紫黒色

赤色の長い苦を多く生じるため，獣寄文様や景観作物として

も活用できると考えられる6) 有色素米系統「滋費紫橘 70

号J，滋賀紫71号Jおよび f滋賀赤72号jが，中山間地

域での地域おこしの材料として活用され，中山間地域振興に

貢献できることを期待する.
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