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要旨:米澱粉における変異遺伝子と澱粉の利用特性との相関を解明することを目的として，結合型スターチ

シンターゼ 1(GBSS1)に加えて他の澱粉生合成関連アイソザイム(スターチシンターゼ 1(SS1)， SSIIIa，枝

作り酵素 1(BE1))が同時に欠損あるいは活性が低下したモチ性変異体米系統 (sslL/gbss1，ss3a/gbss1， 

be1/gbssl)の澱粉の食品への利用特性について分析し， GBSS1のみ欠損した変異体 (gbssl)と比較したo

ssl L/ gbss1は粘度上昇温度が上昇したが，ピーク粘度は低下したo ss3a/ gbss1は平均粒径が小さくなり，粘

度上昇温度が低下し，ピーク粘度が低下したo be1/gbss1はピーク粘度が上昇したo ssl L/ gbss1とbe1/gbss1

では加熱膨潤度が増加した。 ss3a/gbss1とbe1/gbss1ではアセチル化アジピン酸架橋を施した後に吸水率が

増加した。団子のタレによる利用評価では，ss3α/gbss1が保形性と口溶けのバランスに優れて良好な利用適

性を示したものの，酸性フルーツソースでは澱粉粒の崩壊が促進され，保形性が大きく低下した。アセチル

化アジピン酸架橋を施したモチ性変異体米澱粉では，酸性条件下での澱粉粒の崩壊が適度に抑制され，タ

レ・ソース用途において，保形性と口溶けの向上を両立させることができた。

キーワード:モチ性変異体米，澱粉，食品利用，アセチル化アジピン酸架橋澱粉，糊化挙動

ウルチ性の米はアミロースとアミロペクチンを含むが，

結合型スターチシンターゼ 1(GBSS1)遺伝子が変異して

GBSS1 活性を失うとアミロースが消失してアミロベクチ

ンのみの澱粉，すなわち，モチ性 (gbss1あるいは wα刀

変異体)となる 1)。古来より人類は，様々な作物のウルチ

種とモチ種を分離し，それぞれ独特の用途に用いてきた。

米においても，ウルチ米は，米飯，粥，せんぺい等に用い

られ，モチ米は，切り餅，おこわ，赤飯，大福，おかき，

あられ等に用いられてきた。モチ品種は各県の試験場で多

数開発されており，硬化性等の違いによってそれぞ、れに合

致した用途に利用されてきた。一方で、，硬化性を制御する

遺伝的要因は全く未解明である。

モチ米澱粉を用いた食品への用途開発は米菓や和菓子が

中心であり，その他の用途についてはそれほど多くの研究

がなされていないのが現状である。一方，モチ種のトウモ

ロコシ澱粉であるワキシーコーンスターチは，古くから米

菓に用いられてきたものの，アセチル化アジピン酸架橋や

リン酸架橋といった化学修飾効宝施されることによって，

タレ・ソース，フィリング，フラワーペースト，ベーカ

リー，惣菜等の様々な分野に対して利用適性が最適化され

ている3)。そもそもアミロペクチンが 100%であるワキ

シーコーンスターチは老化し難い性質を有していることか

ら，化学修飾されたワヰシーコーンスターチは，特に保存

安定性が求められるタレ・ソース分野に非常に相性が良

く，付加価値の高い食品素材として市場に受け入れられて

いる。

一方，米に関しては， GBSS1が欠損したモチ変異体を

含む澱粉生合成関連酵素の変異体米が，九州大学および秋

田県立大学等によって開発されてきたの。これに伴い，ユ

ニークな物性を有するモチ性変異体米澱粉の実用化が大い

*連絡先 (Tel.0545-53-5995， Fax. 0545-53-1119， E-mail: ryuichi訓 ldo@nisshoku.co.jp)
日 Keywords: waxy mutant rice line， starch， food application， acetylated distarch adipate， viscoelastic behavior 
SS，スターチシンターゼ;GBSS司結合型スターチシンターゼ;BE哩枝作り酵素。



.214・
に期待されている。アミロベクチン構造に影響を与える遺

伝子は多数存在するのが，このうち，スターチシンターゼI

(55I)はアミロベクチンの極短鎖の仲長に関与し5)，55IIIa 

はアミロベクチンのクラスターを連結する長鎖を伸長する

こと吻宝知られている。また，枝作り酵素 I(BEI)はアミ

ロベクチンクラスターの非結晶領域の枝作りに関与してい

ると考えられている九

そこで本研究では，米i殿粉における変異遺伝子と澱粉の

利用特性との相闘を解明することを目的として，各種変異

体米澱粉の中でも， GB55Iと他の澱粉生合成関連アイソ

ザイム (55I，55IIIa， BEI)が同時に欠損あるいは活性が

低下したモチ性変異体系統米の食品に利用される際の特性

について分析し，タレ・ソース用途への利用適性について

評価を行った。さらに，これらモチ性変異体系統米澱粉に

対して，タレ・ソース用途で広く使用されているアセチル

化アジピン酸架橋ワキシーコーンスターチと同様の化学修

飾を施し，これら化学修飾されたモチ性変異体米澱粉のタ

レ・ソース用途への利用適性についても評価を行った。

1. 材料および方法

1)変 異 体 米

本研究に用いたモチ性変異体米澱粉を表 1に示したo

gbssl (EM2l)およびgbssl(EM583) は，金南風および台

中65号の受精卵を NメチルNニトロソウレア処理する

ことで得られた集団切ミら匪乳澱粉のモチ性を選抜して得

たものである。 sslL/gbsslとss3a/gbsslは，SSlL (Lは

リーキーを意味し， 55I 活性が野生型の 1/6に低下してい

るの)とお3a6
)をそれぞれ gbssl(EM21)と， bel/gbsslは，

bel変異体 (EM5577
)) とgbssl(EM583)を交配した交配後

代の F2種子から，ウエスタンプロッテイング法を用いて

二重劣性ホモである個体を選抜して得られた二重変異体で

ある o gbssl (EM21) ， gbssl (EM583)， bel/gbsslは，九州

大学大学院農学研究院の佐藤光前教授から譲渡された。

2)変異体米澱粉の大量調製

上記の変異体米は，秋田県立大学生物資源科学部大潟

キャンパスフィールド教育センターにて栽培し，得られた

籾から脱穀および精米後， 冷アルカリ法則的を大規模化し，

約 1kgの精米から約 400gの精製澱粉を得た。

変異米澱粉の対照として，市販のモチ米澱粉および市販

のアセチル化アジピン酸架橋ワキシーコーンスターチ(日

食マプス #449，日本食品化工株~)を用いた。

表1.本研究に用いたモチ性変異体米澱粉

j殻粉試料名(遺伝子型) 親系統

gbssl (EM21) 
gbssl (EM583) 
sslL/gbssl 
ss3α/gbssl 
bel/gbssl 

金南風
台中 65号
日本晴/金南風
日本晴/金南風
台中 65号
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3)アミロペクチンの鎖長分布解析

2)で精製した澱粉 5mgから Fujitaら1])の方法に従い，

イソアミラーゼ (Pseudomonas由来，側， 59，000 U/mg 

protein)で澱粉の αー1，6グルコシド結合を分解(枝切り)

することでαーグルカン鎖を得た。各αーグルカンの還元末

布市を APT5(1-aminopyr巴ne-3ム8-trisulfonic acid， trisodium 

salt)で蛍光標識しへこれをキャピラリー電気泳動 (P/

ACE MDQ carbohydrate system， Beckman Coulter Inc.)に

よって，グルコース重合度 (DP，degr田 ofpolymerization) 

の違いで分離した。その後，同機種のアプリケーションを

用いてデータの解析を行い， DP 5~60 を 100% としたと

きの各 DPの鎖数の割合 (Molar(%))を求めた。

4)アセチル化アジピン酸架橋澱粉の作製

市販のモチ米澱粉および表 1に示した未加工澱粉試料を

それぞれ原料として用い，市販のアセチル化アジピン酸架

橋ワキシーコーンスターチと同程度の加工度が得られるよ

うに調製した。すなわち，まず， 2L反応装置 (T5-M2L

型，胸高杉製作所)の反応槽に澱粉試料を無水物換算で、

320 g計量し，これに水を加えて均ーになるように撹持し

て無水物換算 40%の澱粉スラリーを調製した。その後，

以下の反応終了まで 750rpmで撹拝し続け，自動温度調整

によって 30
0

Cを保った。澱粉スラリーに 39も水酸化ナト

リウム水溶液を添加して pH8.7に調整した。さらに，予

め無水酢酸にアジピン酸を溶解させて調製したアセチル化

アジピン酸架橋反応液を 120分聞かけて澱粉スラリーに添

加しつつ， 1殿粉スラリーの pH が 8.5~8.7 に保たれるよう

に適宜 3%水酸化ナトリウム水溶液を添加することで， i殿

粉試料にアセチル化アジピン酸架橋反応を施した。アセチ

ル化アジピン酸架橋反応液の添加終了後， 9%塩酸にて澱

粉スラリーを pH6.0に調整して反応を終了した。反応槽

中の澱粉スラリーを 5L容のポリバケツに移し， 1.6 Lの

水を加えて撹持した後， 80メッシュを通過させながらブ

フナー漏斗を用いて脱水した。脱水して得られたウェット

ケーキを軽く採み砕いた後， 40
0

C設定された送風定温乾

燥器 (DRK633DB，アドパンテック東洋(槻)内にて水分が

10%程度となるように乾燥した。これをジューサーミキ

サーで粉砕した後， 50メッシュを通過させて得られたも

のをアセチル化アジピン酸架橋澱粉試料とした。なお，ア

セチル化アジピン酸架橋が施されていない澱粉試料を未加

工澱粉試料と呼ぶが，未加工澱粉試料とアセチル化アジピ

ン酸架橋澱粉試料を総称して澱粉試料と呼ぶ。

5)澱粉試料の性状および物性の分析

(1) 顕微鏡観察

j殿粉試料の性状を，次の方法で観察した。精製水に

2.0%のヨウ化カリウムおよび0.2%のヨウ素を加えて調製

したヨウ素溶液を用いて澱粉試料を染色し，光学顕微鏡

(BX50，オリンパス光学工業附)を用いて観察を行った。
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(2) 水分の測定

澱粉試料の水分は，約 10gの澱粉試料を迅速水分測定

器 (MT-C，Brabender@ GmbH & Co. KG)にて 130
0

Cで 20

分間乾燥し，減少重量から算出した。

(3) 平均粒径の測定

澱粉試料の平均粒径を，次の方法で測定した。約 0.07g 

の澱粉試料を 100mLの蒸留水に懸濁した後， 10分間超音

波を照射して分散した澱粉スラリーを調製し，超遠心式自

動粒度分析装置 (CAPA-700，(株)堀場製作所)に供して測

定した。測定方法は遠心沈降測定 (CS) とし，回転数は

500 rpmとした。

(4) 吸水性の測定

j殿粉試料の吸水性を，次の方法で評価した。 200mL容

トールビーカーに無水物換算 30.0gの澱粉試料を取り，マ

グネチックスターラー (HI-POWERSTIRRER HPS-10，。粉

井内盛宋堂)を用いてスターラーパー(直径 6mm，長さ

450 mm)による撹枠が可能となる時点まで蒸留水をわず、

かずつ添加した。 J費祥が可能となった時点で、の蒸留水添加

量を測定し，次式によりスラリー調製限界濃度を求め，こ

れを吸水性の評価指標とした。スラリー調製限界濃度が低

いほど，未加熱状態での澱粉の吸水性が高いことを示す。

スラリー調製限界濃度(%)= 30/(m + w) x 100 

m，蒸留水の添加量 (g); w，澱粉試料の風乾重量 (g)

(5) アセチル基含量の測定

i殿粉試料のアセチル基含量を， S mith 13)の方法で測定し

た。すなわち，澱粉試料を無水物換算で 5.0g量り，精製

水 50mLに懸濁し，フェノールフタレイン試液数滴を加

え，液が微紅色を呈するまで 0.1moI/Lの水酸化ナトリウ

ム溶液を滴下後， 0.45 moI/Lの水酸化ナトリウム溶液25

mLを加え，温度が30
0

C以上にならないように注意しな

がら栓をして 30分間激しく振り混ぜ，これを 0.2moI/Lの

塩酸で滴定し，終点は液の微紅色が消えるときとした。ま

た，別に空試験を行い，次式によりアセチル基 (CH3CO-)

の含量を求めた。

アセチル基含量(%) = (e -j) x n x 0.043 x 100/5.0 

e，空試験滴定量 (mL);j，試料滴定量 (mL); n， 0.2 

moI/L塩酸の力価

(6) 加熱膨潤度・加熱溶解度の測定

澱粉試料の加熱膨潤度と加熱溶解度を，次の方法で測定

した。密栓式 50mL容ファルコンチューブに無水物換算

1%のサンプルスラリーを 30.0g調製し， i弗騰浴中に 30

分間保った後 (j殿粉が沈殿しないようにときどき振重し

た)，冷水浴中に 30分間保ち放冷した。遠心分離機 (Cen-

trifuge GS-6， Beckman Coulter Inc.)を用いて処理液を 3，000

rpmで 10分間遠心分離した後，上澄液の一部をアルミ皿

に広げて重量を測定した (A)。一方でゲル層の一部もアル

ミ皿に広げて重量を測定した (B)o上澄液とゲル層を 105

Ocで4時間以上保って乾固させた後，上澄液乾国後重量

(C)およびゲル層乾固後重量 (D)を測定し， 10，000 x C/ 

Aを溶解度(%)， B/Dを膨潤度(倍)とした。

.215・
(7) 糊化特性の測定

i殿粉試料の糊化特性を，次の方法で測定した。 3%水酸

化ナトリウムを用いて pH7.0に調整された無水物換算 89も

の澱粉スラリー 500gを，ビスコグラフ (Viscograph-E，

Br油田d巴1・@GmbH & Co. KG)に供した。測定フイーラに

はピン型を用い，回転速度は 75rpmとした。測定は 35
0

C

から開始し， l.5
O

C/minで95
0

Cになるまで昇温した。 95
0

C

に到達した後， 95
0

Cを30分間保ち，その後1.5
0

C/minで

35
0

Cになるまで冷却した。

(8) 糊の顕微鏡観察

澱粉試料の加熱糊化後の澱粉粒の崩壊の度合いを，次の

方法で観察した。ピスコグラフ測定直後に得られた糊を採

取し，精製水に 2.09ものヨウ化カリウムおよび0.2%のヨ

ウ素を加えて調製したヨウ素溶液を用いて糊を染色した

後，光学顕微鏡 (BX50，オリンパス光学工業(紛)を用い

て観察を行った。

(9) 糊の老化度合いの観察

澱粉試料の糊の老化の度合いを，次の方法で観察した。

前述のピスコグラフ測定直後に得た糊をプラスチック

シャーレに約 20g採取して写真撮影を行い，これを調製

直後としたO さらに，約 50gの糊をチャック式ビニール

袋に取ったものを作成し，これを冷凍(-20
o
C)で一晩保

存した後，翌日に 25
0

Cで4時間程度放置して常温に戻し

た。これを 5回繰り返した後，ビ、ニール袋の中の糊をプラ

スチックシャーレに約 20g採取して写真撮影を行い，こ

れを冷解凍5回目とした。調製直後と冷解凍5回目におい

て，透明性，艶，離水および保形性を目視で比較した。

(10) 消化性の測定

ラット小腸アセトン抽出物粉末(シグマアルドリッチ

ジャパン合同会社)0.5 gに50mMリン酸ナトリウム緩衝

液 (pH7.0)をlOmL添加し，ボルテックスミキサーにて

撹拝した。これを氷上で数分間保持し， 13，000 rpm， 4
0

C 

にて 5分間遠心分離して上清を得た(遠心分離機:

SCR20B，日立工機(槻)。これをラット小腸消化酵素として

以下の実験に使用した。ラット小腸消化酵素の活性は，マ

ルターゼ活性として測定した。すなわち，以下の条件下で

1分間に 1μmo1のマルトースを加水分解する酵素量を 1U

と定義した。酵素反応は， 10倍に純水で、希釈した酵素溶

液 10μLに0.5Mリン酸ナトリウム綾衝液 (pH7.0)を 10

ドL添加し， 37
0

Cに保持した。これに 0.25%マルトース水

溶液 80μLを添加して正確に 10分間保持した。これに 2

M トリス一塩酸緩衝液 (pH7) 200μLを添加して反応を停

止し，グルコース C-IIテストワコー(和光純薬工業側)を

用いて遊離グルコース量を算出した。

糊化i殿粉を用いた消化性試験として，澱粉試料を無水物

換算で 10mgとなるように試験管に取り，純水 340μLを

添加して懸濁させた。これを沸騰水中にときどき撹杵しな

がら，ほほ透明になるまで約 5分間保持して糊化させたO

次いで 0.5Mリン酸ナトリウム緩衝液 (pH7.0) 100μLお

よびラット小腸消化酵素 560μL(1.5 U， j殿粉固形分 1g当
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り150U)を添加し，37

0

Cで 90分間反応 した。これを50

μLサンプリングし， 2M 卜リ ス一塩酸緩衝液 (pH7.0) 500 

μLと混合して反応を停止 させ，グルコース C-IIテス トワ

コー(和光純薬工業附)を用いて遊離グルコース量を算出

した。一方，未糊化澱粉を用いた消化性試験においては，

反応中に澱粉試料が沈澱するため，数分間ごとに反応液を

ボルテックスミ キサーで撹狩し，その他は糊化澱粉を用い

た消化性試験と 同様に行った。

6)澱粉試料のタレ ・ソース用途への利用適性評価

表 2の配合にて団子のタ レを作製した。まず， 使用する

砂糖の半分量を残 し，すべての材料を鍋に投入 して混合

し，溶液を調製 した。この溶液が 85
0Cにな るまでヘラ で

撹枠しなが らガスコンロの弱火で加熱 し， 85
0

Cに到達 し

た後， 85
0

Cを4分間維持し た。次いで， 砂糖の残 り半分

表2.団子のタ レの配合 表3.酸性フルーツソースの配合

材料 配合 (%) キオ キヰ 配合 (%)

31.58 イチゴピュー レ 30.00 

砂結(上自潜) 22.56 グラニュー糖 30.00 

醤r由 20.30 水 20.30 

水飴 8.46 水飴 15.00 

オリゴ糖 5.64 i殿粉試料 4.00 

みりん 5.64 5C略クエン酸水溶液 0.70 
j殿粉~;t;PI 5目64
昆布だしの素 0.18 

1.5 

1 
自由圃gbss1(EM583)司gbss1(EM21) 

~手 0.5 
-、d‘
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.~ 
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図1.未加工澱粉試料の鎖長分布解析
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量をこの溶液に投入し， ヘラで撹枠しながら 85
0

Cを4分

間維持した。これを常温になるまで室温で冷却 し， 団子の

タレを得た。

表 3の配合にて酸性フルーツソースを作製した。まず，

使用するグラニュー糖の半分量を残し，すべての材料を鍋

に投入 して混合し，溶液を調製 した。この溶液が 85
0

Cに

なるまでヘラで撹持しながらガスコンロの弱火で加熱し，

85
0

Cに到達した後， 85
0

Cを4分間維持した。次いで，グ

ラニュ ー糖の残り半分量をこの溶液に投入 し，ヘラで撹祥

しながら 85
0

Cを4分間維持した。これを常温になるまで

室温で冷却 し， 酸性フルーツソースを得た。

10名のパネラー により，市販のモチ米i殿粉を用いた因

子のタ レおよび酸性フルーツソースをそれぞれ基準 (0点)

として， 1殿粉試料を用いた団子のタ レおよび酸性フルーツ

ソースの保形性および口溶けの悪い~良いについて， -3 ~ 

+3の尺度で評価を行った。基準との差の検定は，Student's 

tぉ stにより 行い，危険率 5%未満を有意水準と した。

2. 結果および考察

1)アミ口ペクチンの鎖長分布解析

キャピラリー電気泳動法を用いて，未加工澱粉試料の鎖

長分布解析を行った(図 1)。二重変異体に関しては， 親系

統 (gbssl(EM2l)および gbssl(EM583)) との差分を示 し

1.5 

1 
ー- ss1L1gbss1-gbss1(EM21) 

{話)a 、0.5 
A 

j、、
毒‘司』伺司心0 

511 O/1' 5' 2O ' 25' 3O ' 35';;O ';;5' 5O '55' 60 

DP 
-1 

V -1.5 

-2 

1.5 
園田-be1Igbss1-gbss1(EM583) 

{-) a 、0.5 
八

4 是』帽 -0。5 5 花ぺ'5~ ' 25'3O' 35';;O '45'50'55'60 
DP 

-1 

-1.5 

-2 

DPはグルコース重合度，llMolar (%)は二重変異体系統等から親のモチ系統をヲ|いたモル(%)。
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た。いずれの二重変異体の差分パターンも，ウルチ種の各

酵素の変異体と野生型の差分パターン5-7)と近いパターンを

示した。すなわち，ssl L/ gbsslは，gbssl (EM21)よ りも

DP 8 ~ 12が少なく， DPき13が増加していt:.o ss3a/gbssJ 

は，gbssl (EM21) よりも DP6 ~ 9 が少なく， DP 10 ~ 15 

が増加していた。また，bel / gbssJは，gbssl (EM583) よ

りDP6 ~ 8 と DP 23~36 カf増加し， DP 11 ~20 カf 減少、し

ていた。一方，gbssl (EM583) とgbssl(EM2J)は， 最も

大きな変化がみられた DP10でわずか 0.3%の差であった

ことから， 両者の鎖長分布は非常に類似 していることが明

らかになった。市販のモチ米澱粉は，gbssJ (EM2J) と比

べて DP::;;14の短鎖が少なく ，DP 19 ~35 が増加し てい

た。以上の結果から，パックグラウンドがモチ性になって

いても， SSI， SSIIIaおよび BEIが欠損あるいは活性が低

gbss I (EM21) gbc泊 I(EM583) 

加工前 !JII工後 | 力11工前 JJII工後

図2. 未加工澱粉試料(加工前)とアセチル化アジピン酸架橋
澱粉試H(加工後)の顕微鏡写真

gbssl (EM21) gbss I (EM583) 

ト寸

加工前

加工前 川!工後 | 加工前 jm工後

図3. 未加工il穀粉試料(加工前)とアセチル化アジピン酸架橋
i殿粉試料(加工後)のビスコグラフ測定後の相lの顕微鏡
写真
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下した場合には，その影響が鎖長分布に表れていることが

明らかとなった。

2)性状

冷アルカリ法で精製した澱粉試料およびそれらのアセチ

ル化アジピン酸架橋澱粉試料について，その性状を調べ

た。 澱粉試:i21をヨウ素染色して顕微鏡観察を行った結果，

ウルチ性の澱粉では紫色に染色されるのに対し，本研究で

用いた澱粉試i21はいずれも澱粉粒が褐色に染色されたた

め，モチ性の澱粉であることが確認された(図 2)なお，

市販のモチ米澱粉には紫色に染まった澱粉粒，すなわち，

ウルチ性の澱粉がわずかに混在していることが確認され

た。工業スケールで、澱粉を製造する場合，常に製造設備を

稼働させておく必要があり 単一の製造ラ インを用いて複

数の品種を製造することが一般的である。すなわち，ある

品種を製造した後，別の品種を製造する。品種切り替えの

際には水洗浄を行うが，澱粉の乾燥・包装工程は水洗i争が

できないため，設備内に付着した前製造品種を後製造品種

で押し出すといった作業を行う 。前ー製造品種が多く含まれ

た押し出し相当の部分は廃棄されるが，前製造品種のわず

かな混在は物理的に避けられない。一方で¥変異体米澱粉

は実験室で精製されているため，他品種の混入は起こり得

ないが，変異体米澱粉を工業スケールで精製した場合に

は，市販のモチ米澱粉と同株に他品種のわずかな混入は起

調製直後 5 IEJi令解iJli後

gbss 1 (EM21) ・加工首1

調製直後 5 巨l 冷j(J~凍後

gbssl (ElvI21) ・1J[1工後

図4. i殿粉試料の調製直後と冷解凍 5回目の1M!の外観写真
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表4.未加工澱粉試料(加工前)とアセチル化アジピン酸架橋澱粉試料(加工後)の平均粒径，ス
ラリー調製限界濃度およびアセチル基含量

平均粒径 (μm)

加工前加工後

スラリー調製限界濃度(%) アセチル基含量(%)
j殿粉試料名

加工前 加工後 加工前 加工後

gbssl (EM2l) 3.92 3.82 
gbssl (EM583) 4.21 4.35 
sslL/gbssl 4.38 4.19 
ss3a/ gbssl 3.50 4.44 
b甲l/gbssl 4.14 5.20 
市販のモチ米澱粉 4.95 5.50 

こり得ると考えられる。

表4に，澱粉試料の澱粉平均粒径，スラリー調製限界濃

度(吸水率)およびアセチル基含量を示した。アセチル化

アジピン酸架橋澱粉試料のアセチル基含量は1.5~ 1.7% で

あり，市販のアセチル化アジピン酸架橋ワキシーコーンス

ターチであるマプス #449(アセチル基含量1.6%) と同程

度のアセチル化が施されていることを確認した。澱粉粒の

平均粒径は ss3a/gbsslが最も低い値を示し，これはウル

チ性の米澱粉で得られた結果6)と一致した。一方，ss3a/ 

gbsslおよびbel/gbsslは，アセチル化アジピン酸架橋を

施すことによって平均粒径が大きく上昇した。スラリー調

製限界濃度は，未加工澱粉試料においては大きな差が認め

られなかったものの，アセチル化アジピン酸架橋澱粉試料

においては ss3a/gbsslおよびbel/gbsslが未加工澱粉試

料と比べて特に低い値を示し，アセチル化アジピン酸架橋

による吸水性の増加が認められた。 ss3a/gbsslおよび

bel/gbsslにおいてアセチル化アジピン酸架橋による平均

粒径や吸水性の増加が顕著であった。これは，ss3a/ gbssl 

およびbel/gbsslの澱粉粒が，アセチル化アジピン酸架橋

反応を施された際に膨潤したことに起因すると考えられ

る。アセチル化アジピン酸架橋反応は，澱粉スラリーの

pH が 8.5~8.7 に保たれるように適宜 3%水酸化ナトリウ

ム水溶液を添加するが，この操作によって局所的に pHが

高くなり，特に ss3a/gbsslおよびbel/gbsslの澱粉粒が

アルカリによって膨潤したと考えられた。実際，アセチル

化アジピン酸架橋反応後にブフナー漏斗を用いて脱水する

際，他の澱粉試料と比較して，ss3a/ gbsslおよびbel/gbssl

はウェットケーキがべた付いた状態であった。

3)物 性

表 5に，未加工i殿粉試料とアセチル化アジピン酸架橋澱

粉試料の加熱膨潤度および加熱溶解度の測定結果を示し

た。未加工澱粉試料では，gbssl (EM583)はgbssl(EM21) 

よりも非常に高い加熱膨潤度および加熱溶解度を示すこと

から，これらには品種のパックグラウンドの違い(表 1)

が関与している可能性も考えられる。金南風は 1948年に

愛媛県農業試験場で開発された中生品種であり，台中 65

号は 1924年に台中州立農事試験場で開発された晩生品種

であるが，台湾の在来種を親としており，亜熱帯気候での

二期作に適している。したがって，両者に共通した親品種

はないと考えられ，物性や性質もかなり異なっていると予

41.1 30.9 0.0 1.5 
39.2 34.9 0.0 1.5 
38.6 37.7 0.0 1.6 
37.8 26.0 0.0 1.7 
36.7 25.6 。。 1.6 
39.6 38.7 0.0 1.6 

表5.未加工澱粉試料(加工前)とアセチル化アジピン酸架橋
j殿粉試料(加工後)の加熱膨潤度および加熱溶解度

澱粉試料名
加熱膨潤度(倍) 加熱溶解度(%)

加工前 加工後 加工前 加工後

gbssl (EM2l) 46.0 12.2 32.7 4.7 
gbssl (EM583) 91.0 14.0 55.0 6.1 
sslL/gbssl 65.6 13.2 43.5 5.9 
ss3a/gbssl 44.7 17.3 33.5 5.1 
bel/gbssl 68.0 22.6 26.8 4.1 
市販のモチ米澱粉 53.6 17.3 21.0 3.7 

想、される。また，gbssl (EM21)と比べて sslL/ gbsslと

bel/gbsslで加熱膨潤度が高く， bel/gbsslは加熱溶解度

が低かった。一方で，gbssl (EM583)とbel/gbsslは親品

種が共通しているものの，gbssl (EM583)はbel/gbsslよ

りも高い加熱膨潤度および加熱溶解度を示した。これは

BEIの欠損の有無に影響していると考えられた。また，い

ずれの澱粉試料においても，アセチル化アジピン酸架橋を

施したことで加熱膨潤度および加熱溶解度は著しく低下

し，未加工澱粉試料で加熱溶解度が高いものは加工後も高

い値を示した。

表 6に未加工澱粉謝斗，表7にアセチル化アジピン酸架

橋澱粉試料のビスコグラフ測定結果を示した。未加工澱粉

試料を粘度上昇温度が低い順に並べると，ss3a/ gbssl < 

bel/gbsslくく gbssl(EM21)くgbssl(EM583)くく市販のモチ

米澱粉壬 sslL/gbsslであった。これに対し，いずれのア

セチル化アジピン酸架橋澱粉試料もアセチル化によって粘

度上昇温度が低下したものの，系統聞での順番は未加工澱

粉試料と同様であり，加工しでも変異体澱粉の性質の違い

が保持されることがわかった。なお，ss3a/ gbsslおよび

bel/gbsslは，アセチル化アジピン酸架橋反応におけるア

ルカリ添加によって澱粉粒が膨潤したと考察したが，

ss3a/gbsslおよびbel/gbsslの粘度上昇温度が特に低い値

を示したことからも，ss3a/ gbsslおよびbel/gbsslの澱粉

粒が膨潤し易いことが示唆された。これは，ss3a/ gbsslお

よびbel/gbsslの澱粉粒が，他の未加工澱粉試料と比較し

て構造的に脆いことに起因すると考えられた。

示差走査熱量測定器 (DSC)による糊化開始温度は，ア

ミロベクチンの鎖長分布と密接に関連していることが知ら

れている。すなわち， DP 12~16 より短鎖が増えると糊化

温度は低下し，減少すると糊化温度は上昇する傾向があ

る九本研究における未加工澱粉試料の粘度上昇温度は，
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この現象と類似した傾向を示した。すなわち，gbssl 

(EM21)を基準に考えたとき， DP壬14の短鎖が大幅に減

少している ssIL/gbsslで は，粘度上昇温度がgbssl

(EM21)より約 6
0

C高くなり ，gbssl (EM583)や市販のモ

チ米澱粉も，わずかではあるがgbssl(EM21)より短鎖が

少ないため，粘度上昇温度が高かった(表 6)。一方， DP 

10~16 が増加していたおお/gbssl は，粘度上昇温度が

gbssl (EM21)より約 4
0

C低くなり， DP 6~10 がわずかに

増加していた bel/gbsslも，粘度上昇温度がgbssl(EM21) 

より約 4
0

C低かった。以上のように，アミロース含量の影

響を受けないモチ性変異体米澱粉においては，粘度上昇温

度は， DCSによる糊化開始温度と同様に，アミロペクチ

ンの鎖長分布パターンと関係があることが明確になった。

未加工澱粉試料をピーク粘度が高い順に並べると，

bel/gbssl > 市販のモチ米澱粉 > gbssl (EM21) > gbssl 

(EM583) ~ sslL/gbssl主ss3a/gbsslとなり，ブレークダウ

ンが高い順に並べると， bel/ gbssl >市販のモチ米澱粉>

gbssl (EM21) > gbssl (EM583) ~ ss3a / gbssl主sslL/gbssl 

となり，ピーク粘度の順とほぼ同等であった。米澱粉がウ

ルチ性の場合， SSIIIaが欠損するとピーク粘度が極端に低

下すること吻宝知られている。 SSIIIaが欠損した ss3a変異

体では， SSIIIaの欠損を相補するため， GBSSIの発現が促

進され，アミロース含量が増加することが知られている九

したがって，ss3a変異体における大幅な粘度低下は，ア

ミロース含量の増加に起因すると考えられる。一方，本研

究の ss3a/gbsslは，gbssl (EM21)と比べても粘度が低く

なっていたことから，アミロペクチン構造の特徴，すなわ

表6.未加工澱粉試料のビスコグラフ測定値

粘度上昇 ピーク
澱粉試料名 温度 粘度

CC) (BU) 

gbssl (EM21) 59.1 1，097 
gbssl (EM583) 60.8 908 
sslL/gbssl 65.4 893 
ss3a/gbssl 54.9 857 
bel / gbssl 55.6 1，562 
市販のモチ米澱粉 65.1 1，248 
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ち， SSIIIa が欠損することでアミロペクチン B2•3 鎖が減少

する(図 1)ことに伴うアミロベクチンの分子量の低下7)も

粘度の低下に起因している可能性が示唆された。分級馬鈴

薯澱粉の粘度特性を評価すると，平均粒径が大きいほど，

ピーク粘度およびブレークダウンが高い値を示すへそこ

で，未加工澱粉試料を平均粒径が大きい順に並べると，市

販のモチ米澱粉 >ssl L/ gbssl詮gbssl(EM583)呈bel/gbssl

> gbssl (EM21) > ss3α/gbsslとなり，ピーク粘度およびプ

レークダウンの高い順とは相闘が認められなかった。した

がって，表5に示される未加工澱粉試料の糊化特性の違い

は，単に平均粒径の違いによるものではなく，遺伝子の変

異による澱粉の構造的な違いに起因しているものと考えら

れた。

未加工澱粉試料とアセチル化アジピン酸架橋澱粉試料の

それぞれにおいて，ピーク粘度， 95
0

C・0分粘度， 95
0

C・

30分粘度および最終粘度を低い順に並べると，未加工澱

粉試料およびアセチル化アジピン酸架橋澱粉試料のいずれ

においても ，ss3a/ gbsslが最も低い粘度を示した。した

がって，アセチル化アジピン酸架橋を施された後も，その

性質を保っていることが示唆された。

ピスコグラフ測定後糊のヨウ素染色顕微鏡写真を図 3に

示した。未加工澱粉試料においては，いずれも澱粉粒が崩

壊し，ウルチ種由来の澱粉粒以外は粒の残留が確認できな

かった。一方，アセチル化アジビン酸架橋を施すと，いず

れの澱粉試料においても澱粉粒は膨潤していたものの，ほ

とんど崩壊せずに粒形が保たれていることが確認された。

未加工澱粉試料およびアセチル化アジピン酸架橋澱粉試

95
0

C・0分 95
0

C・30分 フやレーク 最終
粘度 粘度 ダウン 粘度
(BU) (BU) (BU) (BU) 

536 470 628 739 
394 367 541 649 

401 374 521 654 

363 331 527 555 
650 465 1，100 757 

541 419 831 764 

BUはブラベンダーユニット，粘度上昇温度は測定開始後， 20BUに到達した温度，ピーク粘度は粘度低下が起こ
るまでの最大粘度， 95

0

C'0分粘度は 95
0

C到達時の粘度， 95
0

C・30分粘度は 95
0

Cを30分間保った際の粘度，ブレー
クダウンはピーク粘度とピーク粘度発現以降の最低粘度の差，最終粘度はピスコグラフ測定終了時の粘度。

表7. アセチル化アジピン酸架橋澱粉試料のビスコグラフ測定値

粘度上昇 ピーク 95
0

C・0分 95
0

C・30分 フ守レーク 最終
澱粉試料名 温度 粘度 粘度 粘度 ダウン 粘度

CC) (BU) (BU) (BU) (BU) (BU) 

gbssl (EM2l) 53.9 1，439 1，330 1，338 113 1，889 
gbssl (EM583) 57.0 1，480 1，400 1，377 85 1，962 
sslL/gbssl 62.0 1，390 1，319 1，366 76 1，964 

ss3a/gbssl 51.4 1，074 969 966 110 1，345 
bel / gbssl 52.6 1，441 1，317 1，313 134 1，781 
市販のモチ米澱粉 62.0 1，462 1，417 1，436 53 2，131 
マプス#449 67.3 2，010 1，832 1，847 184 2，773 

BUはブラベンダーユニット，粘度上昇温度は測定開始後 20BUに到達した温度，ピーク粘度は粘度低下が起こ
るまでの最大粘度， 95

0

C・0分粘度は 95
0

C到達時の粘度， 95
0

C・30分粘度は 9S
0

Cを30分間保った際の粘度，プレー
クダウンはピーク粘度とピーク粘度発現以降の最低粘度の差，最終粘度はピスコグラフ測定終了時の粘度。
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料について，調製直後と冷解凍5回目の糊の外観写真(図

4)を比較したところ， 5回の冷解凍による外観の変化は

いずれも軽微なものであり，高い老化耐性が示された。た

だし，市販のモチ米澱粉は 5回の冷解凍によって若干白濁

化する傾向にあり，これは図 2および図 3の顕微鏡観察で

確認されたウルチ性の米澱粉の混入が影響しているものと

考えられた。

表 8に，各試料の未糊化澱粉および糊化i殿粉での消化性

を示した。未加工澱粉は，いずれの系統の未糊化および糊

化澱粉で、も， 779も以上がグルコースにまで消化された。

未糊化澱粉および、糊化澱粉のいずれにおいても，アセチル

化アジピン酸架橋を施したことによって澱粉試料の消化性

が低下した。なお，アセチル化アジピン酸架橋澱粉試料に

おいて未糊化澱粉の消化性を比較すると，ss3a/ gbsslおよ

びbel/gbsslが比較的高い消化性を示した。これは，アセ

チル化アジピン酸架橋反応によるアルカリ添加によって澱

粉粒が膨潤し，消化性が高まったことによると考えられ

た。糊化澱粉においては，アセチル化アジピン酸架橋され

たss3a/gbsslおよびbel/gbsslの消化性が，他のアセチ

ル化アジピン酸架橋澱粉試料と同等であったことから，澱

粉が加熱糊化されたことで，膨潤していた澱粉粒の特徴が

失われたと考えられる。

4)タレ・ソース用途への利用適性

因子のタレおよび酸性フルーツソースを作製した直後に

pH を測定したところ，団子のタレは 4.8~4.9，酸性フ

ルーツソースは 3.0~3.2 であったO 表 9 に，団子のタレお

よび酸性フルーツソースの官能検査結果を示した。

表8.i殿粉試料の未糊化状態と糊化状態での消化性a

未糊化j殿粉の消化性 糊化澱粉の消化性

澱粉試科名 (%) (%) 

加工前 加工後 加工前 加工後

gbssl (EM2l) 81.4 
gbssl (EM583) 79.0 
ssl L/ gbssl 79.5 
ss3a/ gbssl 80.6 
bel/ gbssl 82.9 
市販のモチ米澱粉 77.3 

65.4 
64.6 
63.7 
69.2 
69.4 
55.9 

86.9 
80.6 
87.7 
82.4 
82.2 
85.5 

77.7 
76.4 
75.5 
77.8 
75.1 
76.6 

aラット小腸消化酵素で 37
0

C，90分間反応後の消化性を示す。
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タレ・ソース用途に使用する澱粉には，食品に付着させ

た際に流れ落ちない適度な粘性(保形性)と，喫食した際

に舌に残らない粘性の低さ(口溶け)を同時に向上させる

機能が求められている。例えば，硬いゲルであれば保形性

は極めて良いものの，口溶けが極めて悪い結果となる。反

対に，水のような液体であれば，口溶けは極めて良いもの

の，保形性が極めて悪い結果となる。したがって，保形性

と口溶けのバランスが非常に重要で、あるが，タレ・ソース

用途に広く普及している市販のアセチル化アジピン酸架橋

ワキシーコーンスターチであるマプス #449を用いた場合

においても，日溶けの向上が不十分であり，課題となって

いる。澱粉試料を団子のタレに用いた際，アセチル化アジ

ピン酸架橋が施されていない未加工澱粉試料の中で，基準

に対して保形性と口溶けのどちらの項目についても有意差

が認められたのは ss3α/gbsslのみであった。しかしなが

ら，ss3a/ gbsslを酸性フルーツソースに用いたところ，基

準に対して保形性については有意差が認められなかった。

これは，酸性条件下での加熱調理によって， 1殿粉粒の崩壊

が促進されたことによると考えられた。

アセチル化アジピン酸架橋澱粉試料を団子のタレに用い

たところ，基準に対して保形性と口溶けのどちらの項目に

ついても有意差が認められたのは，gbssl (EM583)， sslL/ 

gbssl， ss3a/ gbsslおよび bel/gbsslにアセチル化アジピ

ン酸架橋を施した澱粉試料とマプス #449であった。さら

に，これらをマプス #449と比較するとどの澱粉試料も保

形性の評価が低い傾向を示したが，gbssl (EM583)， ss3a/ 

gbsslおよびbel/gbsslにアセチル化アジピン酸架橋を施

した澱粉試料は，口溶けにおいて，マプス#449 C+ 1.0) 

よりそれぞれ+0.2， + 0.4， + 0.4高い平均評点(好ましい

評価)を示した。アセチル化アジピン酸架橋澱粉試料を酸

性フルーツソースに用いたところ，ss3α/gbsslおよひ布販

のモチ米澱粉において，アセチル化アジピン酸架橋の導入

による保形性の平均評点が高くなる傾向が認められた。し

たがって，アセチル化アジピン酸架橋の導入により，酸性

条件下での加熱調理時に起こる粘度低下を抑制することが

できたと考えられた。基準に対して保形性と口溶けのどち

らの項目についても有意差が認められたのは，gbssl 

(EM21)にアセチル化アジピン酸架橋を施した澱粉試料の

表9.i殿粉試料を用いた因子のタレおよび酸性フルーツソースの官能検査

因子のタレ 酸性ソース

i殿粉試料名 保形性 口溶け 保形性 口溶け

加工前 加工後 加工前 加工後 加工前 加工後 加工前 加工後

gbssl (EM21) + 0.5 + 1.9* + 0.3 + 0.5 未実施 + 0.7* 未実施 + 1.4* 
gbssl (EM583) +1.3本 + 1.9* + 0.5 + 1.2* 未実施 + 2.4ホ 未実施 + 0.1 
sslL/gbssl -0.5 +1.7* + 0.4 + 1.0* 。 。 + 0.9 + 0.6* 
ss3α/gbssl + 1.2* + 0.5* + 1.8* 十1.4* + 0.3 + 1.4* + 1.0* + 0.4 
bel/gbssl + 0.5 + 1.4キ -0.3 + 1.4キ 未実施 + 2.1 * 未実施 -0.1 
市販のモチ米澱粉 o (基準) + 1.9* o (基準) + 0.7 o (基準) 十2.2* o (基準) + 0.2 
マプス#449 + 2.6* + 1.0ネ 十2.6* -0.8 

N=  10 (評価点は-3~+3)， *pく 0.05で有意差あり。
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みであったが，アセチル化アジビン酸架橋澱粉試料をマプ

ス#449と比較すると ，gbssl (EM583)， bel/gbsslおよび

市販のモチ米澱粉にアセチル化アジピン酸架橋を施した澱

粉試料は，保形性において，マプス#449 (+ 2.6)に近い

評価を示し，口溶けにおいて，マプス#449 (+ 0.8) より

高い評価(好ましい評価)を示した。

以上より，モチ性変異体米澱粉にアセチル化アジピン酸

架橋を施すことで，タレ・ソース用途における保形性と口

溶けの向上を両立できることが明らかとなった。しかしな

がら，市販のモチ米澱粉にアセチル化アジピン酸架橋を施

しでも同様の効果が得られることから，変異体米澱粉の実

用化に向けては，変異体米澱粉の特徴を生かしたさらなる

用途開発が不可欠と考えられる。

3.要約

結合型スターチシンターゼ I(GBSSI)に加えて他の澱

粉生合成関連アイソザイム (SSI，SSIIIa， BEI)が同時に

欠損あるいは活性が低下したモチ性変異体米澱粉 (sslL/ 

gbssl， ss3a/ gbssl， bel / gbssl)と，これを原料に用いた

アセチル化アジピン酸架橋澱粉について，諸性質の分析と

タレ・ソース用途への利用適性評価を行った。

未加工澱粉試料の鎖長分布解析を行った結果，モチ性変

異体米澱粉においても， SSI， SSIIIaおよび BEIが欠損あ

るいは活性が低下した場合には，その影響が鎖長分布に表

れていることが明らかとなった。澱粉粒の平均粒径は

ss3a/gbsslが最も低い値を示したが，ss3a/ gbsslおよび

bel/gbsslは，アセチル化アジピン酸架橋を施すことに

よって平均粒径が大きく上昇するとともに，吸水性の増加

が認められた。

糊化特性の系統聞の違いは，アセチル化アジピン酸架橋

が施されでもある程度保持されることが明らかとなり，粘

度上昇温度が低い順に並べると ，ss3a/ gbsslくbel/gbssl

くく gbssl(EM21)くgbssl(EM583)くく市販のモチ米澱粉 g

ssl L/ gbsslであった。

未加工澱粉は，いずれの系統においても， 80%以上が

グルコースにまで消化されたが，アセチル化アジピン酸架

橋を施したことによって消化性が低下した。

未加工澱粉試料の利用適性を評価したところ，ss3a/ 

gbsslが団子のタレの保形性と口溶けを両立して向上させ

ることができたものの，酸性フルーツソースでは保形性が

大きく低下した。アセチル化アジピン酸架橋澱粉試料は，

さらなる用途開発の必要性が示唆された。市販のアセチル

化アジピン酸架橋ワキシーコーンスターチと比較したとこ
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ろ，団子のタレにおいては，保形性は及ばなかったもの

の，口溶けが高い評点を示した。酸性フルーツソースにお

いては，保形性を同程度に保ちつつ，口溶けにおいて高い

評点を示した。
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