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研 究 論 文 農業機 械学 会誌67(4):121～125・2005

無 洗 米 の品 質 特 性 と貯 蔵 性(第2報)・

高歩留無洗米の品質特性 と貯蔵性

横 江 未 央*1・ 川 村 周三*1・ 樋 元 淳 一1・ 伊 藤 和 彦*2

要 旨

大型精米工場で普通精米 と無洗米,お よび普通精米 と同程度の搗精歩留の無洗米(高 歩留無洗米)を 調

製 し,そ の品質特性 について調べた。その結果,普 通精米 と無洗米の品質特性の違いは,一 部は主 として

歩留低下 に起因するものであるが,多 くは主 として米粒表面の研磨 と除糠に,ま たは歩留低下および表面

研磨 と除糠の双方 に起因 していることが明 らかとなった。高歩留無洗米は,白 度が高 く洗米水の濁度や乾

固物量が低いなど無洗米 としての品質特性を備えていた。しか し,無 洗化処理では胚芽がほとんど除去さ

れないため,高 歩留無洗米 は普通精米に比べて炊飯米外観が悪 く,食 味評価が低かった。

[キーワード]白度,残留糠率,脂 肪酸度,胚芽残存率,洗米水濁度,洗 米水乾固物量,食 味,タ ピオカデンプン

  Quality Characteristics and Storage Properties of Rinse-Free Rice (Part 2)* 

   Quality Characteristics and Storage Properties of Rinse-Free Rice with High Milling Yield 

        Mio YOKOE*l, Shuso KAWAMURA*l, Jun-ichi HIMOTO*l, Kazuhiko ITOH*2 

                                Abstract 

 We processed conventional milled rice, rinse-free rice and rinse-free rice with the same milling 

yield as that of conventional milled rice (i.e., rinse-free rice with high milling yield) in a large-scale 
milling factory, and we investigated their quality characteristics. Quality characteristics of 

rinse-free rice were partly due to decreasing milling yield, and mainly due to cleaning the surfaces 

of conventional milled rice grains and removing remaining bran. And some of the quality 
characteristics of rinse-free rice were due to both of decreasing milling yield, and cleaning the 

surfaces of milled rice grains and removing remaining bran. Rinse-free rice with high milling yield 

had quality characteristics similar to those of rinse-free rice, such as high degree of whiteness and 

low turbidity of rinsed water. However, rinse-free treatment did not remove embryos, and this 

resulted in poor appearance of cooked rinse-free rice with high milling yield and poor eating 

quality. 
 [Keywords] whiteness, percentage of remaining bran, free fat acidity, percentage of retaining of embryo, turbidity of 

            rinsed water, solids in rinsed water, eating quality, tapioca-starch granules
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一般に普通精米の搗精歩留 は90%程 度である。 とこ されているが,一 方で過度の歩留低下は品質を低下させ

うが無洗米 は普通精米をさらに無洗化処理 して調製 され る可能性がある。
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前報(Yokoeetal.,2005)で 報告 したように無洗米 は

多 くの品質測定項 目において普通精米とは異 なる特性を

持っ。 ところが,こ のような無洗米の品質特性が米粒表

面を研磨 し付着糠を除去 したことによるものであるか,

歩留低下 によるものであるのか,現 在のところ明確では

ない。また無洗化処理工程の設備費 と運転経費および無

洗化処理による歩留低下のため,普 通精米 に比較 して無

洗米 は製造単価が高 くなる。 しか し,現 在わが国では米

の消費が減退 し供給過剰の状態であるため,精 米工場で

は無洗化処理にともなう加工経費や歩留低下 による経費

の一部 しか販売価格に上乗せできない状況である。そこ

で,普 通精米 と無洗米,お よび普通精米 と同程度の歩留

の無洗米(高 歩留無洗米)を 調製 し,高 歩留無洗米の品

質 と貯蔵性を調べるとともに無洗米の品質特性が歩留低

下 によるものであるか,表 面研磨 と除糠によるものであ

るかを考察 した。さらに前報および本報の結果を基に,

無洗米の品質基準について検討することとした。

Ⅱ方 法

1.供 試試料

供試玄米 は2002年 秋 田県協和町産 「あきたこまち」

3.6tを 用いた。

2.試 料調製

供試玄米1.8tを 竪型精米装置(サ タケ製ニューコ ン

パス精米装置)を 用 いて搗精歩留(見 掛歩留)91 .2%に

搗精 し,こ れを 「普通精米」 とした。 この普通精米の一

部0.8tを タピオカデンプ ンを用いて無洗化処理 したも

のを 「無洗米」とした。この無洗米の見掛歩留は,89.6%

であった。次 に,供 試玄米1.8tを 見掛歩留92.3%に 搗精

し,こ れを 「高歩留精米」 とした。 この高歩留精米の一

部0.8tを タピオカデンプンを用 いて無洗化処理 し,こ

れを 「高歩留無洗米」とした。見掛歩留は90.8%で あっ

た。この研究で試料 とした 「普通精米」 と 「無洗米」は

いずれ も市販品である。一方,「高歩留精米」と 「高歩留

無洗米」は本試験のために特別に調製 したものであり,

市販品ではない。

3.貯 蔵方法

貯蔵 は前報 と同様 な方法 で行 い,貯 蔵温度 は5℃,

15℃,25℃ とした。貯蔵期間は約4ヵ 月 とした。貯蔵中

平均穀温は5℃ で貯蔵 した米が5.8℃,15℃ で貯蔵 した

米が15.1℃,25℃ で貯蔵 した米が23.7QCで あった。

4.品 質測定

品質測定 は試料調製後(貯 蔵前)に 水分,異 物砕粒率,

流動性,容 積重,千 粒重,白 度,色 調,透 光度,タ ンパ

ク質含有率,胚 芽残存率,残 留糠率,脂 肪酸度,一 般生

菌数,高 温耐熱性菌数,洗 米水濁度,洗 米水乾固物量,

洗米水pH,炊 飯米外観,官 能試験について行 った。 ま

た,貯 蔵期間中は定期的に脂肪酸度を測定 し,貯 蔵後に

官能試験を行 った。胚芽残存率は食糧事務所の判定基準

に従い,精 米400粒 の胚芽を胚芽全存粒(1粒 カウ ン

ト),半 存粒(0.5粒 カウント),無 胚芽粒(0粒 カウント)

に肉眼で判定 し,胚 芽残存率を算出した。測定 は3回 反

復 した。胚芽残存率以外 の測定 は前報 と同様 な方法 で

行 った。

貯蔵前の官能試験において,精 米外観の評価では普通

精米を基準米とし,炊 飯米の評価では洗米 して炊飯 した

普通精米 を基準米 とした。貯蔵前の官能試験 の基準米

(普通精米)を 一20℃ で貯蔵 し,貯 蔵後の官能試験の基

準米 とした。一20℃ で貯蔵 したため貯蔵中の品質劣化 は

わずかであり,貯 蔵後の基準米 は貯蔵前 と同等の品質を

保持 していると考えられる。

Ⅲ結果 および考察

1.高 歩留無洗米の品質特性

表1に 品質測定結果を示 した。普通精米の見掛歩留

(玄米質量 に対する精米質量 の割合)は91.2%で あり,

真歩留(玄 米 千粒重 に対す る精米 千粒重 の割合)は

91.4%で あった。高歩留無洗米の見掛歩留は90.8%で あ

り,真 歩留は91.1%で あった。普通精米の歩留は高歩留

無洗米よりやや高か ったが,両 者をほぼ同程度の歩留に

調製できた。普通精米か ら調製 した無洗米の見掛歩留は

89.6%で あり,真 歩留は89.9%で あった。

無洗化処理を行った際の品質特性変化の原因を検討す

るに当たり,① 主 として歩留低下 による品質特性の変

化,② 主 として米粒表面の研磨 と除糠 による品質特性の

変化,お よび ③ 歩留低下および表面研磨 と除糠の双方

表1貯 蔵 前 の 品 質 測 定 結 果

Table　 l　 Quality　 assessment　 before　 storage

*1:測 定 を行 ってい ない*2:測 定 限界以 下
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による品質特性の変化,の3種 の原因の可能性が考え ら

れる。本研究で調製 した普通精米,高 歩留無洗米,無 洗

米の3試 料の各品質特性値を比較 し,普 通精米 と高歩留

無洗米の特性値がほぼ同じであり無洗米の特性値が異な

る場合 には,無 洗化処理を行った際のその品質特性値の

変化の原因 は ① 主 として歩留低下 にあ ると考え られ

る。 また,高 歩留無洗米 と無洗米の特性値がほぼ同 じで

あり普通精米の特性値が異なる場合には,無 洗化処理を

行 った際のその品質特性値の変化の原因は ② 主 として

表面研磨 と除糠であると考え られる。 さらに高歩留無洗

米の特性値が普通精米 と無洗米の特性値 との問にある場

合には,無 洗化処理を行 った際のその品質特性値の変化

の原因は ③ 歩留低下および表面研磨 と除糠の双方にあ

ると考え られる。

表1に 示 したように,高 歩留無洗米の流動性は普通精

米 より高 く無洗米とほぼ同 じであった。 したが って無洗

米の流動性が良いのは,無 洗化処理により米粒表面の付

着糠が除去 され米粒表面の摩擦係数が低下 したことに起

因すると考えられる。高歩留無洗米の容積重 は普通精米

よ り大 きく,か っ無洗米よりやや小さかった。 したがっ

てブラウエル穀粒計(一 定の高さか ら米粒を落下 させ,

米粒がガラス容器に堆積 したときの体積を測定す る)を

用 いて測定 した無洗米の容積重が大 きくなる要因は,無

洗化処理により米粒表面の摩擦係数が低下 し流動性が高

くなること,お よび歩留低下により米粒の粒径が小 さく

なることが複合 したものである。

高歩留無洗米は,普 通精米に比べ白度 と色調L*が 高

く,透 光度が低か った。一般に歩留が低下すると白度が

上昇するとされている(Yoshioka,1976)。 高歩留無洗米

は普通精米 とほぼ同じ歩留であったが,高 歩留無洗米の

白度は普通精米に比べ3程 度高 く無洗米に比べて4程 度

低か った。 これ らより,白 度における無洗米 の特徴 は,

表面研磨 と除糠により米粒表面が変化 したことと共に歩

留の低下によるものと考え られる。

タンパ ク質含有率は普通精米と高歩留無洗米がほぼ同

じであり,無 洗米が低かった。タンパ ク質 は米粒表層

(いわゆる糠層)に 多く存在 しており,胚 乳中心部に近づ

くとその含有率は減少する。したがって無洗米のタンパ ク

質含有率が低いのは主 として歩留低下によるものである。

胚芽残存率 は無洗処理前後で大 きな差が認 め られな

か った。すなわち無洗化処理は胚芽を除去する機能が低

いことが明 らかになった。 これは,普 通精米の搗精 に比

較す ると,無 洗化処理では米粒 にかかる圧力が低いため

胚芽の除去が困難であったものと考え られる。そのため

普通精米 に比べ高歩留無洗米は胚芽残存率が高 く,そ の

結果,色 調b*(黄 青軸)が 高かった。

残留糠率は,高 歩留無洗米が普通精米より低 く,か っ

無洗米より高か った。高歩留無洗米 は普通精米 に比較 し

て残留糠率が低いため,脂 肪酸度が低いと予想 された。

しか し,胚 芽は脂質が多 く(Shibuya,1974;Taira,

1989),高 歩留無洗米 は胚芽残存率が高いため,そ の結果

普通精米 よりわずかに低い脂肪酸度にとどまった。残留

糠率,脂 肪酸度においても,無 洗米の特徴 は歩留低下 と

ともに,表 面研磨 と除糠 によるものであることがわか っ

た。

洗米水濁度,洗 米水乾固物量および洗米水pHは 高歩

留無洗米 と無洗米がほぼ同 じであり,普 通精米よ り低

かった。普通精米とほぼ同 じ歩留である高歩留無洗米の

洗米水 の濁度 と乾固物量 とpHが,普 通精 米 よ り約

1.5%歩 留が低 い無洗米 とほぼ同 じ値であることは,こ

れ らの無洗米の特徴は歩留低下により生 じるものではな

く,米 粒表面の研磨と除糠により生 じるものであること

を示 している。

表2に 貯蔵前の官能試験結果を示 した。表2の 評価項

目下部の記号 「*」と 「**」は分散分析の結果それぞれ危

険率5%ま たは1%で その評価項目において有意な差が

あることを示す。数値右横 の 「*」と 「**」は,母 平均の

差の検定の結果 「◎」で示 した基準米(普 通精米)と の

問に,そ れぞれ危険率5%ま たは1%で 有意差があるこ

とを示す。精米外観 は普通精米 と高歩留無洗米がほぼ同

じ評価 であり,無 洗米 はこれ らより精米外観 が良かっ

た。無洗米の精米外観評価が高いことは前報 と同じ結果

であるが,こ れは無洗米の白度が高いためである。高歩

留無洗米は普通精米 より白度が高 く,そ のため精米外観

表2貯 蔵 前 の 官 能 試 験 結 果

Table 2 Assessment of eating quality before storage
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も良 いと予想された。 しか し,高 歩留無洗米は胚芽残存

率が高いために精米外観が悪化 し普通精米 とほぼ同 じ評

価 となった。さらに炊飯米外観の評価では,高 歩留無洗

米 は白い米飯の中に黄色い胚芽が点在 して見えるため,

評価が大きく低下 した。前報 の結果 と同様に,普 通精米

では洗米の有無 による総合評価に有意な差があり,洗 米

した時の評価が高か った。 ところが無洗米では洗米の有

無 による総合評価の有意差 は認められず,普 通精米を洗

米 した時とほぼ同 じ評価であった。高歩留無洗米 は,無

洗米や洗米 した普通精米 に比較 して,炊 飯米の評価が全

体的に低 く,と くに洗米 しなか った場合 に炊飯米の外観

と香 りが悪 く総合評価が低かった。

2.高 歩留無洗米の貯蔵性

図1に25℃ で貯蔵 した試料の脂肪酸度の変化を示 し

た。貯蔵前の脂肪酸度は,普 通精米より高歩留無洗米が

わずかに低かった。貯蔵終了時まで高歩留無洗米 と普通

精米ともにほぼ同様に増加 し,本 研究で調製 した高歩留

無洗米の貯蔵性 は普通精米 と同程度であった。また前報

と同様に,無 洗米 は普通精米 より脂肪酸度の増加が小 さ

く,貯 蔵性が良かった。

表3に 貯蔵後の官能試験結果を示 した。官能試験は,

25℃ で119日 間貯蔵 した普通精米,高 歩留無洗米,無 洗

米を試料 とし,炊 飯米についてはそれぞれ洗米 した場合

と洗米 しない場合 について行 った。基準米 として-20℃

で119日 間貯蔵 した普通精米を洗米 したものを用いた。

表3の 評価項目下部の記号 「*」と 「**」は分散分析の結

果それぞれ危険率5%ま たは1%で その評価項 目におい

て有意な差があることを示す。精米外観では 「◎」で示

した普通精米に対 して他の試料 の母平均の差の検定を

行 った結果を示 した。炊飯米の評価では,洗 米有 りの試

料 「◎」に対 して洗米無 しの試料の母平均の差の検定を

行った結果を,普 通精米と高歩留無洗米,無 洗米のそれ

ぞれにおいて示 した。

普通精米 と高歩留無洗米では貯蔵前 に比較 して貯蔵後

に総合評価が低下す る傾向が見 られた。また貯蔵前と同

様に,普 通精米 は洗米の有無による有意差が認め られ,

洗米 しないで炊飯するとその食味評価が劣った。高歩留

無洗米は,洗 米 した普通精米に比較 して,外 観 と香 りが

悪 く硬 くて粘 りが弱 く,総 合評価が低い傾向にあり,と

くに洗米 しない高歩留無洗米 はその差が大 きくなった。

洗米 した無洗米 は基準米 とほぼ同 じ評価であり貯蔵によ

る食味の低下 は認め られなかった。また,有 意差 は無

かったが,無 洗米であっても貯蔵後には洗米 して炊飯 し

た方が総合評価が良 くなる傾向が認められた。

3.無 洗化処理機能の検討とその応用

本研究 により,普 通精米 と無洗米 の品質特性 の違い

は,一 部 は主として歩留低下に起因するものであるが,

多 くが主 として米粒表面を研磨 し付着糠を除去すること

に起因 してお り,も しくは歩留低下および表面研磨 と除

糠の双方 に起因 していることが明らかとなった。普通精

米 と同程度の歩留を持つ高歩留無洗米 は,白 度が高 く洗

米水の濁度や乾固物量が低いなど無洗米 としての品質特

性を備えていた。 しか し無洗化処理は胚芽を除去する機

能が低いことか ら,普 通精米 に比較 して高歩留無洗米は

胚芽残存率が高 く,そ のため炊飯米外観や食味評価が

劣っていた。現在,大 型精米工場では,普 通精米は研削

式精米機 と摩擦式精米機 とを組み合わせて搗精 される場

合が多い。また研削式精米機 は金剛砂ロールの回転数を

変えることにより胚芽除去作用の強弱の調整が可能であ

図1 25℃ で 貯 蔵 し た試 料 の 脂 肪 酸 度 の 変 化

Fig.1 Changes in free fat acidity during

storage at25℃

表3貯 蔵 後 の 官 能 試 験 結 果

Table　 3　 Assessment　 of　eating　 quality　 after　storage
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る(Tani et al.,1978)。 そこで搗精時に研削式精米機の

回転数の調整を行い胚芽残存率の低い精米を調製 し,そ

れを無洗化処理することで現在市販されている無洗米 よ

り高歩留の無洗米 を調製す ることが可能であると考え

る。また一方で胚芽米を無洗化処理することにより,胚

芽残存率が高いという特徴を保持 した上で,白 度が高 く

洗米水の濁度や乾固物量が低 く貯蔵性の良い無洗胚芽米

を調製することが可能である。

4.無 洗米の品質基準

前報および本報で示 したように,本 研究で行 った品質

測定の多 くの項 目において普通精米 と無洗米の差が認め

られた。これ らの測定項目の中か ら,測 定が簡便である

こと,測 定精度(反 復精度)が 良いこと,"洗 米 しないで

炊飯できる"と いう無洗米の特徴は米粒表面か ら水に溶

け出す付着物が少ないことであるなどを考慮 し,白 度 と

洗米水乾固物量が無洗米の品質を特徴付ける有効な測定

項 目と考える。具体的な無洗米の品質基準 として,本 研

究の範囲では,白 度 は45以 上,洗 米水乾固物量は0.6g/

100g以 下が妥当 と考える。しか し,こ れらの測定値は玄

米の品種産地生産年,無 洗化処理の方法(乾 式研米仕上

方式,加 水精米仕上方式,特 殊加工仕上方式),無 洗米の

歩留など多 くの要因により変動するため,今 後の研究を

基にさらに検討する必要がある。

Ⅳ摘 要

大型精米工場で普通精米 と無洗米,お よび普通精米 と同

程度の歩留の無洗米を調製 し,そ の品質特性と貯蔵性につ

いて調べた。その結果,以 下のことが明らかとなった。

1)普 通精米 と無洗米の品質特性の違いは,一 部 は主と

して歩留低下に起因するものであるが,多 くは主 として

表面研磨と除糠に,ま たは歩留低下および表面研磨 と除

糠の双方 に起因 していた。

2)研 削式精米機の回転数の調整を行 い胚芽残存率の低

い精米を調製 し,そ れを無洗化処理することで現在市販

されている無洗米より高歩留の無洗米を調製することが

可能である。

3)無 洗米の品質基準 として,本 研究の範囲では,白 度

が45以 上,乾 固物量が0.6g/100g以 下が妥当と考える。
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