
小麦粉ペースト色の経時変化と品種間差異

＊ ＊ ＊辻 孝子 ・吉田朋史 ・藤井 潔

：農林61号等の国産小麦は日本めん用に利用されているが、めん色がくすんでおり内麦の商品性摘要

を落とす大きな要因となっている。そこで色との関係が深い形質（選抜指標）を明らかにするため、

「農林61号」を始めとする従来品種及び近年育成された「きぬの波」等のめん色に優れた品種を用い

て小麦粉ペースト色の経時変化を調査し、品種間差について検討した。

ブラベンダー製粉して得た 1粉を用い、分光測色計でペーストの色相及び色相の経時変化を調査A
するとともに、ペースト の経時変化を10倍希釈液の測定により調査した。その結果、 値は全てpH L*
の品種・系統で時間経過とともに低下したが、低下の幅は品種により異なった。 値は３時間後に一a*
旦低下し、その後上昇する傾向が認められたが、上昇率は品種により異なった。 値は初期値のままb*
ほぼ横ばいに推移し、経時変化はほとんど認められなかった。また、 の経時変化において変動のpH
少ない品種群と が一旦下がって上昇する品種群を比較すると、24時間経過後の 値から初期値をpH a*
差し引いた値は後者が統計的に有意に大きかった。

以上の結果から、２か年に亘り調査した36品種・系統の 、 、 の初期値、 、 の24時間後L a b L a* * * * *
の値を用いて群馬産農林61号と比較し、ペースト色から品種評価を試みた。その結果、めん色の良好

な品種（きぬの波、さぬきの夢2000、イワイノダイチ）は 、 、 値ともに優れる第１象限にプL a b** *
ロットされた。また、色相に特徴のある品種（はつほこむぎ、西海187号等）を分類することが可能

であった。
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Varietal Differences of the Change in the Flour Paste Color
with the Time Elapsed

TSUJI Takako, YOSHIDA Tomofumi and FUJII Kiyoshi

: Wheat produced domestically including the cultivar Norin61 is mainly used for JapaneseAbstract
noodles , but it is an important problem that saleability is relatively low because noodle color of
domestic wheat is inferior to that of "ASW" wheat produced in Australia. Therefore, to clarify
characteristics related to flour color, we investigated the change in the flour paste color with the
time elapsed by using conventional cultivars (ex.Norin61) and superior noodle-colored new cultivars
(ex.Kinunonami) for materials, and examined the varietal differences. These materials were milled
by Brabender Quadrumat Junior mill, and the paste colors of A1 stream flour were measured with
a spectrophotometer (CM-3500d) for time passed. In addition, pH of the solutions that 10 times
diluted the pastes were measured at the same time.
As the result, the L* value decreased in all cultivars/lines in progression of time, but the degree of

decrease was different among cultivars. The a* value decreased three hours later, while the value
tended to increase afterwards and the rate of increase was different between cultivars. As for the
b*, an initial value was maintained, and little of the changes by progress of time were recognized.
The materials tested in this study were classified into two groups by a state of a change of pH, and
statistical significant difference occurred between values of a*(24a* value - 0a* value) of theseΔ

two groups.
Based on these results, we tried to classify the cultivars by using the initial color values (L*,a*,b*)

and the after 24hours values (L*,a*) of 36 cultivars/lines which were investigated their paste colors
for two years. Consequently, the clear noodle-colored cultivars ex.Kinunonami, Iwainodaichi,（

Sanukinoyume2000 were classified in the first quadrant that all the factors of L*,a*,b* were）

superior. In addition, some varieties which held the unique characteristics about flour/paste colors
(ex.Hatsuhokomugi, Saikai187) were classified respectively.

: Wheat, Flour paste color, Varietal Differences, Early selectionKey Words
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緒 言

農林61号を始めとする国内産小麦は、そうめん、ひや

むぎ、うどん、ひらめんに大別される日本めん用に主と

して利用されている。日本めん用粉に要求される品質特

性は、ソフトだが弾力があり滑らかな食感であること、

茹で上げ時間が適当で、茹で伸びしにくいこと、そして

冴えたきれいな色の３点であり、この用途に用いられる

小麦が備えるべき特性として、①中庸の質のグルテンを

持つ軟質小麦であること、②小麦のタンパク質含量が10

～11％であること、③胚乳の色が冴えた明るい色である

こと、④めんに向く性質のでんぷんを持つことである 。5)

現在、日本めん用の主原料となっている、ヌードル小麦

主体のオーストラリア・スタンダード・ホワイト（AS

W）は、ほぼこれらの特性を備えているのに対し、国内

産小麦は総じて粉の色にくすみがあり、食感も劣る傾向

にある。このうち食感は澱粉の特性が大きく関与してお

り、アミロース含量が少なく 、糊化温度が低く 、最高7) 6)

粘度が高いほど優れる ことから、Ｗｘ遺伝子を１つま8)

たは２つ欠失する「チホクコムギ」、「関東107号」を

交配親として、粘弾性の優れる「ホクシン」、「チクゴ

イズミ」「ニシホナミ」、「あやひかり」、「つるぴか

り」等、食感の改良された品種が育成された。一方、粉

の色は多くの要因に影響され、国内産小麦のくすみは商

品性を落とす大きな要因となっており、色の優れた品種

の育成が急務である。ASWの粉色は明度（L 値）が高く、*
赤みの程度(a 値)が低く、黄色みの程度(b 値)がやや高* *
く 、国内産小麦の粉色の改良は胚乳の色をASWに近づ1,10)

けることにより可能と考えられる。そこで、色との関係

が深い形質を明らかにし、粉色の優れた品種を育成する

上での選抜指標とするため、「農林61号」を始めとする

従来品種及び近年開発されたやや低アミロースで粉色に

優れる「きぬの波」、「さぬきの夢2000」、「イワイノ

ダイチ」等を用いて、小麦粉ペースト色の経時変化を調

査し、品種間差について検討した。

材料及び方法

2002年産は65、2003年産は52品種・系統を供試した。

これらの品種・系統についてテストミル（ブラベンダー

クオドルマットジュニア型）で製粉（6XXメッシュ）し、

粉受け引出しを4分割して最も早く落ちる区分をA1粉と

して回収した。このA1粉６gを秤量し、蒸留水８mlを加

えガラス棒で攪拌してペーストを作製し、石英シャーレ

に移し、粉と蒸留水の混合90秒後にミノルタ製の分光測

色計（CM-3500d）で色相を測定した。以後、色相の経時

変化を１,３,８,24時間後にそれぞれ測定した。なお、

２か年に亘り調査した品種・系統については、２か年の

平均値を分析に使用した。

また、2003年の供試材料については、それぞれの色相

の調査時に、先端を切断し太くしたピペットチップを用

いて、ペースト100μlをとり、蒸留水で10倍希釈した溶

液をハンディpHメーター（ホリバB-212）で測定し、pH

の経時変化を調査した。

試験結果

ペーストのL 値の経時変化では、食味等の基準となる*
群馬県産の農林61号の初期値は88.3で、時間の経過とと

もに値が低下した（図１）。また、当場のほ場で栽培し

た農林61号は、群馬県産に比べて色相が劣るものの、同

様に低下した。図１に示した従来品種（10年以上前に育

成）では、一部品種で農林61号よりL 値高いものがある*
ものの、大部分は初期値、24時間後の値とも農林61号よ

り劣り、特に低アミロースの品種（関東107号、チクゴ

イズミ）で顕著であった。またＡＳＷは初期値が高いも

のの時間経過に伴うL 値の低下が大きかった。一方、近*
年育成された品種・系統のL 値の経時変化では、いずれ*
の品種も初期値・24時間後とも農林61号より高く、また、

*「きぬの波」のように低下の割合が低いものもあり、L

値に関しては品種改良による色相の改良効果が認められ

た（図２）。

図１ 従来品種とＡＳＷの時間経過によるL 値の変化*

図２ 新品種・系統の時間経過によるL 値の変化*

次にa 値では、群馬県産の農林61号は初期値が0.4で*
あったが、従来品種の中にはa 値が極低いものから極高*
いものまで、幅広く分布した（図３）。また、３時間後

に一旦a 値が低下し、その後上昇する品種が多いが、バ*
ンドウワセのように上昇しにくい品種も認められた。Ａ

ＳＷも時間経過に伴いa 値は上昇した。これに対し、新*
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品種・系統では、農林61号よりa 値の低いものが多いが、*
従来品種の場合と同様に３時間後に一旦低下し、その後

上昇するものが多く認められた（図４）。また、群馬Ｗ

30号のように上昇しにくいもの、さぬきの夢2000のよう

に３時間後に大きく低下し、その後上昇しにくいものな

ど、経時変化のパターンは品種により異なった。

図３ 従来品種とＡＳＷの時間経過によるa 値の変化*

図４ 新品種・系統の時間経過によるa 値の変化*

代表的な品種・系統のb 値の経時変化を図５に示す。*
b についてもa 値と同様に、品種によりその値は大きく* *
異なったが、時間による値の変動はほとんどなく、ほぼ

横ばいに推移した。また、新しい品種・系統は農林61号

より高いものが多いが、西海187号のように低い系統も

認められた。

図５ 代表的品種・系統の時間経過によるb 値の変化*

ペーストpHの経時変化では、今回調査した品種の多く
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はpHの変動が比較的小さいＡ群、３時間後に一旦pHが低

下し、その後上昇するＢ群のいずれかに分類された。そ

れぞれの品種群の平均値を図６に示す。Ａ群は、バンド

ウワセ、群馬W30号、さぬきの夢などの17品種・系統、B

群はイワイノダイチ、きぬの波、農林61号、シラサギコ

ムギなど24品種・系統であった。これらpH変動パターン

の異なる2群のa 値の経時変化をみると、Ａ群、Ｂ群と*
も初期値や24時間後の値そのものは、品種により幅広く

分布したが、左のＡ群に属する品種・系統では、右のＢ

群にくらべ、24時間後のa 値の上昇が小さく（図７）、*
これらの２群について、24時間後のa 値と０時のa 値の* *
差（Δ（24a 値－0a 値))を比較したところ、Ａ群では* *
上昇の平均は0.08、Ｂ群では0.19で、１％レベルで統計

的に有意な差が認められた（表）。一方、L 値及びb 値* *
では品種の群別を始めとしてpH変化との間に品種による

明確な差は認められなかった。

図６ 時間経過によるペーストpHの変化（2003年産）

図７ pH変動パターンの異なる２群のa 値の比較*

（ﾁｭｰｷｰ全群比較）表 24時間後のa 上昇値の群別検定*

考 察

小麦粉にはカロチノイド系色素とフラボノイド系色素

が含まれているが、いずれも発色は黄色である。国内産

小麦で問題となるくすみは明るさが低下し、赤みがやや

増した褐色になる経時的な色の変化で、熟成を必要とす
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るめん類の製造において重要な品質劣化要因である。小

麦粉に水を加えた生地では、成分間での化学反応が起こ

りやすくなり、めん類の明るさの低下の原因となる化学

反応としてMaillard反応による非酵素的褐変 とポリフ9)

ェノールオキシダーゼによるポリフェノールの酵素的酸

化褐変反応がある とされ、近年の研究によればポリフ2)

ェノール含量と粉の明度との間に負の関係が 、タンパ3)

ク質含量が高いと色相が低下する との報告がある。し4)

かしながら、これらの成分の測定には、製粉→抽出→測

定のプロセスが不可欠であり、多くの労力を必要とする

ため、育種選抜においての利用は容易でない。そこで、

本試験では製粉して得られた粉のペースト色相の経時変

化から、品種の色相評価について検討した。まず、品種

比較を行う際の基準となる標準値は、年次間変動が少な

く、めんの官能評価等においても全国的な基準となって

いる群馬県産の農林61号が適当であると考えられた。次

に、めん用として望ましいのは冴えた色、すなわちL 値*
は高いほど、a 値は低いほど、そしてb 値はある程度高* *
いものが総合的な色相として良いと考えられる。色相は

明度及び彩度により構成されることから、横軸には明度

の良否を、縦軸には彩度の良否を評価することにより、

総合的な色の評価が可能であると考えられる。また、本

試験におけるＡＳＷの色相は、L の初期値が高く、a 及* *
びb の初期値は中庸で、L 値及びa 値の経時変化による* * *
変動が大きいことが特徴としてあげられる。このため、

ＡＳＷと同等あるいはこれに勝る良色相の品種育成のた

めには、時間経過により色相が変動しにくい性質を導入

することが重要と考えられる。このことから、L の初期*
値及び24時間後の値からそれぞれ標準値をさしひいた合

計値を、横軸に用いることにより明度の評価とした。こ

のことにより、横軸のプラスの値が大きいほど、L の初*
期値が高く、時間経過によるL 値の低下が小さく、明度*
がより優れることになる。一方、彩度の評価では、経時

変化するa 値については、初期値及び24時間後の値を標*
準値からさしひき、これに経時変化のほとんどないb の*
初期値から標準値を引いた値を加えて縦軸とすることに

より、a 値が低く（くすみが少ない）、b 値が高いもの* *
（黄色みがある）ほど、縦軸のプラスの値が大きくなる。

この評価法に基づき各品種・系統をプロットしたものを

図８に示す。

横軸に明度の評価、縦軸に彩度の評価を示しており、

右にプロットされるほど明るく、上にプロットされるほ

どくすみが少ない黄色になる。したがって、第１象限に

位置するものが総合的に色相に優れることになり、ここ

にプロットされたのは近年育成された「きぬの波」「群

馬W10号」「さぬきの夢2000」「香育14号」「イワイノ

ダイチ」等であった。また、色相が劣る当場産農林61号

やアサカゼコムギ等は第３象限に、L 値が特異的に優れ*
る群馬W30号や西海187号、はつほこむぎは第４象限に、

中国147号や愛知小麦５号、関東107号など、L 値は劣る*
もののa 値の上昇が低い、あるいはb 値が特異的に高い* *
品種は第２象限にプロットされ、色相に特徴がある品種

・系統を分類することができた。

図８ 供試品種・系統のペースト色相による評価

このように、品種に特異的な色相の優劣を比較的簡易

に判定することが可能と考えられたが、育種選抜におけ

る初期～中期世代の系統のように分析点数が多く、かつ

ブラベンダーテストミル製粉による分析用小麦粉試料が

得られない場合には適用することができない。このため、

分析試料の少量化を検討するとともに、育成系統に適用

して色相の簡易選抜が可能かどうかをさらに検討する必

要がある。
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