
小麦粉色相に関与する成分の解明と簡易色相選抜法の開発
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摘要：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
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成分を明らかにするとともに、早期選抜

に利用可能な色相調査の簡易化・少量化を検討した。「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と灰分、原粒粉ミネラル含
量、原粒粉ポリフェノール含量、蛋白質含量の関係について調査した。製粉はブラベンダーテストミ
ルにより行い、6XX（72GG相当）のメッシュを使用してA１粉を得、色相調査に使用した。色相調査に
はMINOLTA社製色彩色差計CM-3500dを用いた。原粒粉ミネラル含量は湿式分解後原子吸光で分析、原
粒粉ポリフェノール（PP）含量はプルシアンブルー法、蛋白質含量はC/Nコーダーにより測定した。
その結果、加熱ペースト色との関係は明らかではなかったが、ペースト色及び24時間経過後のペース
ト色のL*値、a*値と各種成分との間で相関が認められ、特に蛋白質含量とa*値の間に強い正の相関が

認められた。一方、色相に関する選抜について簡易化・少量化を検討した結果、ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｰﾄを用いたA1
粉の測定でL*についてはやや低いが正の相関が認められた。また、サンプル調製の簡易化では、2gの
小麦粒をロールミル粉砕→0.85mmメッシュ→乳鉢で磨砕→篩い処理を行ったサンプル0.4gに800μLの
水を加えマルチプレート内で懸濁して測定することによりペースト色相の良否を、A1粉0.5gを1mlの
１％食塩水で懸濁した後、電子レンジ及び湯煎により加熱処理した糊色で色相の良否をある程度判定
できた。この少量簡易法を品種育成の各段階に組み入れることにより、育成の初期段階から色相の良
否をある程度判定でき、育成の効率化が図られるものと考えられた。
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Elucidation of the Ingredient Affecting the Wheat Flour Color and
Development of the Simple Selection Method

TSUJI Takako, YOSHIDA Tomofumi and FUJII Kiyoshi

Abstract : Wheats produced domestically including the cultivar Norin61 are mainly used for Japanese
noodles , but there is an important problem that salability is relatively low because the noodle color
of domestic wheat is inferior to that of "ASW" wheat produced in Australia. Therefore we examined
to clarify the ingredient relating to wheat flour color, and tried to improve the method to easily
measure with small amount of testing materials of the wheat flour color for using at the early
screening stage. The relationships between the flour paste color and the various ingredients of
wholemeal (the ash, the mineral content, the polyphenol content and protein content) were
investigated each by using conventional cultivars (ex.'Norin61') and superior noodle-colored new
cultivars (ex.'Kinunonami').
As a result, good correlations were recognized between various ingredients of wholemeal and the

L* values of paste color just prepared and proceede for 24 hours. And the great equilateral
correlation was recognized between the protein content and the a* value. On the other hand, the
values of wheat flour color measured by the improved method with the small amount of testing
materials, put into 24well multi-plate indicated equilateral correlations to the values measured by
the ordinal method with laboratory dish although slightly low about the L* value. In addition, the
improved method was able to estimate the grade of the flour color roughly by measuring the color
of powdery paste which was provided by the simple sample preparing method by using a small roll
mill. Furthermore, the improved method was able to estimate the grade of the noodle color with the
observational score of the A1 paste color which was provided after the heating with a microwave
oven.
It is suggested that the introducing improved measuring method in this study is able to estimate

easily the wheat flour color at the early stage in the wheat breeding, and then it is available for the
effective improving of the wheat flour color.
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緒 言

現在、そうめん、うどんに代表される日本めん用の主

原料は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（ASW）で、農林61号を始めとする国内産

小麦と比較して粉としての扱いやすさ、めんの粘弾性、

そして冴えた明るい色の面で特に優れている。国内産小

麦は総じて粉の色にくすみがあり、このくすみは明るさ

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、特に熟成を伴うめん類の製造では重要な品質劣化

要因である。一般的に小麦粉では灰分や蛋白質含量が高

くなると色が劣化し、またポリフェノールオキシダーゼ

等の酵素の作用による色相劣化もあるとされ、これらの

成分は小麦粒の周辺部により多く含まれる 。このため、1,3)

上位等級の小麦粉ほど色相が淡いクリーム色で、下位等

級では褐色気味のくすんだ色になるとされている 。2)

近年、製粉業界等の実需者からの国内産小麦の色相改

善に対する強い要望を受け、色の優れた品種の育成が精

* *力的に進められ、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、ASWに近*
い粉色を持つ「きぬの波」等が育成されてきている。前

報において、ブラベンダー製粉したA１粉を用いた小麦

粉ペースト色の経時変化の調査から品種間差について検

討し、「きぬの波」を始めとする良色相の小麦品種の判

定が可能となった。しかしながら、色相に影響を与える

成分は不明であり、また、育種選抜での色相調査では簡

易化・少量化が不可欠と考えられた。そこで、本報では

色相との関連が深い成分を明らかにするとともに、育種

選抜に利用可能な色相調査の簡易化ならびに少量化につ

いて検討した。

材料及び方法

１ 小麦粉成分と色相との関係

供試材料として、2002年産の温暖地麺用の35品種・系

統を用いた。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６ＸＸメ

ッシュを使用して製粉し、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。色相の測定

はミノルタ製の分光測色計（CM-3500ｄ）を用いて行い、

A１粉、ペースト及び加熱ペーストについて測定した。

ペーストの調製はA１粉６gを秤量し、蒸留水８mlを加え

ガラス棒で攪拌して石英シャーレに移し、粉と蒸留水の

混合90秒後及び24時間後に色相を測定した。また加熱ペ

ーストは伊藤らの方法 により調製し測定した。4)

小麦粉成分の測定では、原粒粉をサイクロンミルで調

製し、灰分については原粒粉、A１粉それぞれ３ｇを用

いて酢酸マグネシウム溶液を助燃剤として600℃で灰化

し測定した。ミネラル含量については原粒粉0.5gに酢酸

２ml、過酸化水素水１mlを加えてマイクロウェーブで湿

式分解した後、原子吸光により鉄、マグネシウム及びマ

ンガン含量を測定した。また、ポリフェノール（PP）含

量は、原粒粉及びA１粉0.2gを用いてプルシアンブルー

法により710nmでの吸光度により、蛋白質含量は原粒粉

及びA１粉50mgについてCNコーダーを用いて測定し、原

粒粉については係数5.83をA１粉については係数5.7を用

いて換算した。

２ 小麦粉色相調査の少量化

供試材料として、2002年産は65、2003年産は52、2005

年産は14の品種・系統を用いた。これらの品種・系統の

A１粉のペースト色相を測定するとともに、0.5gサンプ

ルを24ウェルマルチプレートにとり、１mlの水を加えて

攪拌し、測定径8mmで色相を測定して少量化の検討を行

った。また、2005年産の38品種・系統のA１粉0.5gを24

ウェルマルチプレート用い、１％食塩水を１ml加えて攪

拌し、２時間及び24時間静置した後、水をマルチプレー

ト全面に静かに加えて、電子レンジ（500W、２分１回、

30秒１回）で突沸しないように加熱し、IHヒーターで約

80℃に加熱した温浴中で５分間インキュベートした。そ

の後、水道水で冷却・水洗したサンプルについて、プレ

ート底面あるいは表面の色相を目視により５段階で評価

（１劣→５優）した。なお、色相の良否の判定の基準と

して、各プレート毎に群馬県産農林61号、ASW、イワイ

ノダイチ、きぬの波を配置し、群馬県産農林61号を基準

の3.0として判定した。

３ 少量検定の簡易化

供試材料として、2005年産の14品種・系統を用いた。

原麦２gをケット製の小型精米器で５分処理して表面の

ふすまを削りとったもの、及び無処理のものをロールミ

ルで粗挽きし、ステンレス製の茶こしで篩ったサンプル

0.4gを800mlの水を加えて攪拌して色相を測定した。ま

た、無処理のサンプル1.5gをロールミルで破砕した後、

0.85mmのメッシュで篩ってふすまを除去し、セモリナを

乳鉢で磨砕した後、茶こしで再度篩ったサンプルを同様

にプレートで測定した。測定は各サンプルともプラスチ

ック棒で３秒程度攪拌した後、３回行い平均値をとった。

この方法で2005年産の28品種・系統の色相を測定すると

ともに、ブラベンダー製粉で得た粉を歩留まり50％に調

製した50％粉のペースト色相を測定した。

試験結果

１ 小麦粉成分と色相との関係

測定した各種成分と粉、ペースト、加熱ペーストとの

相関を調査した結果、原粒粉灰分はペーストL 値と、原*
粒粉PP含量は加熱後ペーストL 値と、A１粉蛋白質含量*
はA１粉L 値と有意な負の相関が認められた（表１）。*

*また、原粒粉の鉄含量とA１粉蛋白質含量は、A１粉ａ

値、ペーストａ 値及び24時間経過後のペーストａ 値と* *
正の相関が認められた（表１）。ミネラル成分のマグネ

シウム、マンガンについては、粉、ペースト、24時間経

過後のペースト色の主にａ*と弱い正の相関が認められ

た（表１）。一方、原粒粉とA１粉の成分では、蛋白質

含量では高い正の相関が認められるものの、灰分及びPP

含量では両者の間に相関は認められなかった（表２）。
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表１ 小麦粉成分と色相との相関

表２ 原粒粉とA１粉での成分の相関

２ 小麦粉色相調査の少量化

小麦粉色相調査の少量化を検討した結果、24ウェルマ

ルチプレートを用いたA１粉の測定では、A１粉を用いた

ペーストのシャーレ測定結果との間で、L 値については*
弱い正の相関が、ａ 値とｂ 値については高い正の相関* *
が認められた（図１～３）。

図１ マルチプレートを用いたA１粉の色相測定（L 値）*

図２ マルチプレートを用いたA１粉の色相測定（a 値）*
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調査項目 原粒粉灰分
原粒粉
PP含量

原粒粉
Fe含量

原粒粉
Mg含量

原粒粉
Mn含量

A1粉蛋白質
含量

A1粉　　L*値 -0.161  0.244  -0.279  -0.053  0.064  -0.554**
A1粉　　a*値 -0.043  -0.419* 0.635** 0.412* 0.289  0.665**
A1粉　　b*値 -0.322  -0.300  0.024  -0.198  -0.256  0.152  

ﾍﾟー ｽﾄ　 L*値 -0.525** -0.342* -0.077  0.068  0.077  0.008  
ﾍﾟー ｽﾄ 　a*値 0.025  -0.356* 0.563** 0.256  0.001  0.597**
ﾍﾟー ｽﾄ 　b*値 -0.203  -0.052  -0.103  -0.357* -0.384* -0.127  
24hr後ﾍﾟー ｽﾄL*値 -0.222  -0.164  0.066  0.250  0.117  0.133  
24hr後ﾍﾟー ｽﾄa*値 0.038  -0.072  0.560** 0.488** 0.232  0.555**
24hr後ﾍﾟー ｽﾄb*値 -0.321  -0.224  -0.088  -0.341* -0.302  -0.034  
加熱後ﾍﾟｰｽﾄL*値 -0.334  -0.607** 0.284  0.178  0.193  0.527**

加熱後ﾍﾟｰｽﾄa*値 -0.045  -0.041  0.237  0.299  0.295  0.234  
加熱後ﾍﾟｰｽﾄb*値 -0.383* -0.301  0.129  -0.069  -0.060  0.212  
注）　n=35、　*は5%水準、**は1%水準で有意。

原粒粉
灰分 PP含量 蛋白質含量

A1粉　灰分 -0.144  -0.271  -0.152  
A1粉　PP含量 0.003  0.054  -0.035  
A1粉　蛋白質含量 0.210  -0.245  0.812**

調査項目

図３ マルチプレートを用いたA１粉の色相測定（b 値）*

次にマルチプレートを用いてA１粉を加熱し、達観に

より色相を判定した結果では、色相が良好とされるきぬ

の波、イワイノダイチ、さぬきの夢2000、東海101号

（旧系統名 小13-5）の得点が高く、新配布系統では西

海188号の色相が良好であった（表３）。これに対し、

色相が劣るはつほこむぎ、硬質（パン用）小麦、麺用硬

質小麦の関東128号、中国155号では低い結果となった。

表３ A１粉の加熱達観調査結果

また、マルチプレートを用いてそれぞれのA１粉の０

時間及び24時間後の色相を測定し、前報で報告した色相
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静置2hr 静置24hr 平均
比較 群馬61号 3.00 3.00 3.00

ASW 3.11 3.43 3.27
イワイノダイチ 3.76 3.70 3.73
きぬの波 4.44 3.96 4.20

生検 農林61号 2.81 3.04 2.93
イワイノダイチ 3.13 3.23 3.18
きぬの波 3.62 3.83 3.73

予検 西海188 3.75 4.10 3.93
（めん用） 西海189 3.63 3.71 3.67

さぬきの夢 3.52 3.58 3.55
小13-5 3.48 3.53 3.51
利根２ 3.21 3.43 3.32
中国154 3.11 3.53 3.32
愛系03-5 3.21 3.19 3.20
愛系02-1A 2.92 3.28 3.10
愛系03-7 3.05 3.14 3.10
愛系03-4 3.04 3.08 3.06
愛系03-3 2.88 3.24 3.06
関東129 2.87 3.16 3.01
愛知小麦6 3.01 3.00 3.00
愛系03-9 3.11 2.89 3.00
愛系02-1B 2.98 2.85 2.91

系適 中系9230 2.95 2.83 2.89
愛系03-8 2.85 2.81 2.83
愛系03-2 2.67 2.96 2.81
愛系04-3 2.48 3.13 2.80
愛系04-4 2.46 2.80 2.63
関東128 2.29 2.96 2.63
中国155 2.25 2.96 2.61
はつほこむぎ 1.96 2.90 2.43

予検 愛系硬04-1B 2.93 2.66 2.80
（硬質） 愛系硬04-1A 2.68 3.04 2.86

ダブル８ 2.08 2.89 2.49
愛系硬04-2 2.08 2.69 2.39
ﾐﾅﾐﾉｶｵﾘ 1.69 2.13 1.91
東山40 1.33 2.56 1.95

系適 中系9696 1.33 1.75 1.54
東山42 0.88 1.03 0.95

製粉基準 1CW 1.17 1.55 1.36
DNS 0.83 1.50 1.17

供試材料
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の品種評価法により得られた合計点（合計点が高いほど

色相が良好）と上記の加熱達観調査による平均値との間

で高い相関が認められた（図４）。

図４ 加熱達観調査結果と品種評価総合点との相関

３ 少量検定の簡易化

少量検定の簡易化では、原麦２gをケット製の小型精

米器で５分処理して表面のふすまを削りとったもの及び

無処理のものをロールミルで粗挽きし、ステンレス製の

茶こしで篩って得られた微粉末状のサンプルでは、いず

れの方法でもシャーレによるA１粉ペーストの測定結果

との間にｂ 値では有意な相関が認められたものの、小*
麦粉色相で重要なL 値（明るさ）及びａ 値（くすみ）* *
で相関は得られなかった（表４）。

表４ サンプル調製法の違いによる色相の相関

一方、1.5gの小麦粒をロールミルで粉砕し、0.85mmの

ステンレスメッシュで篩った後乳鉢で軽く磨砕し、細目

の茶こしで篩ったサンプル0.4gに800μLの水を加えマル

チプレート内で懸濁して測定した結果、A１粉及び50％

調製粉のシャーレ測定結果と相関が認められた（表５）。

表５ 簡易調製粉と製粉サンプルとの相関

考 察

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

必要とするめん類の製造において重要な品質劣化要因で

あることは先に述べた。本試験において小麦粉色相に影

響を与える成分について調査したが、その結果、原粒粉

　 　簡易調製粉のﾌﾟﾚｰﾄ測定
L*値 a*値 b*値

A1粉ｼｬｰﾚ測定 (n=14) 0.742** 0.710** 0.765**
50%粉ｼｬｰﾚ測定 (n=28) 0.539** 0.556** 0.796**
注）**は1%水準で有意。

測定方法

L*値 a*値 b*値 L*値 a*値 b*値
L*値 0.518  0.291  

ｼｬｰﾚでのa*値 0.229  0.465  
b*値 0.739** 0.837**

注）n=14、**は1%水準で有意。

精米器＋ロールミル
測定方法

無処理＋ロールミル
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加熱後達観による色相評価値

A
1
粉
を
用
い
た
品
種
評
価
値

めん用品種・系統

めん用硬質

パン用品種・系統

y=2.4395*-7.898

    R2=0.5891**

の灰分、PP含量、鉄を始めとするミネラル及び蛋白質含

量が色に関与する可能性が示唆された。また、蛋白質含

量についてはA１粉と原粒粉で相関が認められたが、灰

分及びPP含量では認められなかった。小麦粉の灰分含量

は製粉効率を示す指標として重要であり、高灰分の小麦

は主として胚乳周辺部で構成され、一般的に色相も劣り、

酵素の混入率も高くなるため生地の変色も早くなるとさ

れている。また、ポリフェノール及びポリフェノールオ

キシダーゼも外皮に多く含まれ、胚乳中の含有率は低い

とされている 。このように灰分を構成する主要なミネ3)

ラル及びポリフェノールは主として胚芽と外皮に局在す

ることから、A１粉のように胚乳の中心部分を主な構成

とする粉では、色相に影響する成分の品種間差が明らか

ではなかったものと考えられる。

一方、蛋白質では原粒粉、A１粉ともにａ 値と正の相*
5)関が認められた。蛋白質含量が高いと色相が低下する

との報告があり、本試験においても色相の低下の一要因

と考えられる「くすみ」に蛋白質含量が関与することが

示唆された。また、蛋白質含量と同様に鉄の含有量でａ

値と正の相関が認められた。小麦粉をグルテン区分、*
デンプン区分、水溶性区分に分画して、それぞれに含ま

れるミネラル成分を比較すると、カリウム、マグネシウ

ムはデンプン区分と水溶性区分に多く含まれ、鉄はグル

テン区分に多く含まれているとされている 。また、小3)

麦粉（A粉）ドウの色調変化と鉄含量の間に相関はなく、

鉄を添加しても色調変化が大きくならないこと、小麦粉

から得たグルテンで時間経過による変色が認められたと

の報告がある 。さらに、植物種子中では鉄イオン依存6)

性の活性酸素発生や脂質過酸化反応があるとされ 、鉄8)

が酸化反応に関わることで、色相が間接的に低下する可

能性が考えられる。これらのことから、蛋白質含量が高

くなることが色相劣化の主要因と考えられるが、蛋白質

含量は麺用小麦の場合でも8.5～10％が必要とされる。

このため、低蛋白質化により良色化はするものの、加工

段階においてグルテンの質が脆くなったり、べたつきに

よる操作性の悪化、落めん等が懸念される。したがって、

蛋白質含量を極端に上げることなく、麺用として要求さ

れる加工適性を満たすには、グルテンの質の強化が必要

不可欠と考えられる。

以上のように、小麦粉の色相に影響する成分が存在す

ることが明らかとなったが、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。また、製粉試験が実施できる点数には限りがあり、

さらに、食味試験でめんの色の良否を判定できるのは生

産力検定に供試された系統の中でも極限られたものとな

る。このため、選抜の初期段階での色相の良否をある程

度判定可能にするため、少量化ならびに簡易化について

検討した。

少量化では、６gのA１粉サンプルを用い、石英シャー

レで測定していたペースト色相と0.5gサンプルでマルチ

プレートを利用して測定した色相との間に正の相関が認

められた。また、マルチプレートのサンプルを加熱して
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得た糊色は品種間差があり、分光測色計の測定値から推

測した品種の色相の優劣との間で正の相関が認められた。

また、製粉協会が平成15年産から実施している国内産小

麦の品質評価における製めん試験での色の評価の３年間

の平均値は、20点満点で群馬県産の農林61号が14点、き

ぬの波が15.7点、イワイノダイチが15.2点、愛知県産農

林61号が14.0点であり 、本試験での加熱糊色の評価点7)

と比較すると、群馬県産農林61号が3.0点、きぬの波

（生検及び基準の平均点）が4.0点、イワイノダイチ

（生検及び基準の平均点）が3.5点、愛知県産農林61号

（生検）が2.9点と、製めん試験での色相評価とほぼ同

等の結果が得られた。このことから、本試験の少量検定

法によりA１粉の少量サンプルでめんの色相の特徴をあ

る程度判別することが可能と考えられた。一方、簡易化

では、小型精米器で５分処理して表面のふすまを削りと

ったもの、及び無処理のものをロールミルで粗挽きし、

ステンレス製の茶こしで篩って得られた微粉末状のサン

プルでは、A１粉ペースト色との間でL 値及びａ 値とも* *
に、明確な相関が認められなかった。これに対し、ロー

ルミルで粉砕し、0.85mmのステンレスメッシュで篩った

後乳鉢で軽く磨砕し、細目の茶こしで篩ったサンプルを

用いた場合、A１粉及び50％調製粉のシャーレ測定結果

と相関が認められた。この要因として、ロールミルで粗

挽きして得た粉末は、製粉工程でブレーキ・ロールで粉

砕しただけで上り粉になるブレーキ粉に相当する粒度の

小さい粉と考えられ、A１粉のようにある程度の粒度が

ある粉とは性質が異なるのに対し、0.85mmのステンレス

メッシュで篩ったサンプルは、セモリナ状態の小さな固

まりとして得られた胚乳部分が測定サンプルとして用い

られるため、胚乳中心部を主な構成とするA１粉の色相

との間で相関が得られたものと考えられる。この方法で

は測定サンプル中に多数のふすま片が混入するため、攪

拌しながら複数回の測定が必要となる。また、多数のふ

すまが混入するため時間経過による色相の劣化が著しく、

経時変化については調査が困難であることが欠点として

あげられるが、品種に特有の色相の優劣を40～50粒程度

の小麦である程度判定できる。

以上のことから、小麦の良色相品種を育成する上で、

以下のような色相に関する選抜を行うことが可能と考え

られる。まず、品種育成の初期段階である派生系統栽培

の段階で、40～50粒を用いて少量簡易検定（ロールミル

破砕→0.85mmのメッシュ→磨砕→篩→測定）を実施し、

立毛、品質が良好で色相が著しく劣らない系統を選抜す

る。次に生産力検定予備試験段階の系統では、ブラベン

ダーテストミル製粉で得られたA１粉でシャーレを用い

たペースト色の測定を行うとともに、マルチプレートを

用いた少量加熱糊色による達観調査を実施する。これに

より、麺用として実用性が認められる色相を備える育成

系統の絞り込みを行う。最終段階としての生産力検定本

試験材料ではビューラーテストミル製粉を実施し、食味

試験での最終評価を行う。これにより、育成の初期段階

から色相の良否をある程度判定でき、育成の効率化が図

られるものと考えられる。

近年開発された小麦新品種は、「きぬの波」を始めと

してほとんどが良色相であり、次の育種目標は製粉性の

向上、多収性、耐障害性等へとシフトしつつある。この

うち、製粉性の向上では「めん用硬質」のようにパン用

小麦の高製粉性を導入した系統が複数作られつつある。

しかしながら、高製粉性の導入は本試験の中からも明ら

かなように色相の劣化が現状では避けにくく、実用品種

の育成において色相の検定ははずせないものとなろう。

今後は本試験の選抜システムの検証を行うとともにさら

に精度の高い簡易選抜法についての検討が必要と考えら

れる。
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