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Ⅰ．緒言

　小麦粉には多くの成分が含まれるが，水に
対する溶解性によって水溶性成分と不溶性成
分に大きく分けることができる。水溶性成分
には，水溶性たんぱく質のアルブミン，水溶
性ペントサン，親水基を有する糖脂質やリン
脂質などがある。一方，不溶性成分にはグリ
アジンやグルテニン，デンプン，遊離脂質な
どがある。グリアジンとグルテニンは結合に
よってグルテンを形成し，このグルテンの特
性が製パン性に大きく影響する。すなわちグ
ルテンが粘弾性と伸展性のある緻密な網目構
造であれば，発酵中に発生する二酸化炭素の
保持力が高く，膨らみのある，やわらかいパ
ンとなる。また，デンプンは小麦粉中に最も
多く存在する成分であり，製造中に膨潤，糊
化，老化といった変化がおこるため，パンの
構造や品質に直接的に影響を及ぼしている。
一方，水溶性成分のアルブミンはグルテン形
成の本体ではないが，SH基の供給源として
グルテンの性質に影響を及ぼしているとの報
告がある1）。アルブミンの作用によってグル
テン形成の増加が考えられるが，詳しい作用

やパンの品質に及ぼす影響は報告はされてい
ない。また，ペントサンは小麦粉中におよそ
2～3％含まれ，水溶性と不溶性に分類され，
特性が大きく異なることが報告されている。
水溶性ペントサンは，粘着性や吸水性が高く，
グルテンの伸展性を増大させるが，不溶性ペ
ントサンは，逆に伸展性を減少させ，デンプ
ンの老化を促進させるなどのマイナス作用が
報告されている2），3），4）。
　そこで，本研究では水溶性成分に含まれる
アルブミンや水溶性ペントザンが，間接的に
グルテンの特性を向上させていることに着目
し，小麦粉に5～20％の水溶性成分を添加し
て作製した食パンの品質および嗜好性を調べ
ることとした。

Ⅱ．実験方法

1．水溶性画分の抽出
　小麦粉は西尾製粉㈱製の強力粉（商品名：
紫ローズ）を用いた。強力粉に2倍量の蒸
留水を加え，30分間攪拌した後，遠心分離
（1000rpm，30分間）にかけ，得られた上清
と沈殿物をそれぞれ凍結乾燥して，水溶性画
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分と不溶性画分を得た。また小麦粉に対する
それぞれの収率を求めた。

2．水溶性画分の成分分析
　強力粉および水溶性画分，不溶性画分の成
分組成を調べるため，灰分は直接灰化法，水
分は赤外線水分計，たんぱく質はケルダー
ル法，脂質はソックスレー抽出法にて分析
し，炭水化物は差し引き法にて算出した。ま
た，たんぱく質の成分割合を溶解度差抽出 5）

によって分析した。すなわち蒸留水によって
抽出される画分をアルブミン画分，0.05M－
NaClによってグロブリン画分，70％エタノー
ルによってグリアジン画分，0.1M酢酸＋3M

尿素によって抽出される画分をグルテニン画
分とし，Lowry法にてそれぞれの抽出量を求
めた。さらに，オルシノール法を用いて，水
溶性ペントサン量と不溶性ペントサン量を求
めた 6）。

3．パンの調製法
　250g，ドライイースト（日清フーズ，スー
パーカメリア）2.4g，上白糖15g，食塩3.8g，
脱脂粉乳5g，ショートニング7.5g，水162.5g

とした。製パン方法は，自動ホームベーカ
リー（エムケー精工㈱製，HB―100）を用い，
食パン標準コース（ねり・ねかし・発酵・焼
成の合計時間が4時間，直捏法）にて山形食
パンを作製した。この基本材料配合で焼成
されるパンを水溶性画分0％パンとした。ま
た，強力粉に対して水溶性画分を5％（添加
量12.5g），10％（添加量25g），20％（添加量
50g）を添加したパンを同様に作製した。焼
成後，パンは25℃で1時間放冷し，各種試験
に供した。

4．パンの体積・比容積
　パンの体積は，焼成放冷後のパンを切断せ

ずにそのまま菜種置換法 7）で測定した。比容
積はパン体積（ml）を重量（g）で除して算
出した。

5．パンの水分測定
　パン中心部分の細片試料5gを赤外線水分
計（㈱ケット科学研究所FD―610）にて，水
分を測定した。

6．物性の測定
　テクスチャー測定用試料としてパンの中
心部（クラム）から縦・横・高さが20×20

×20mmを切り出し，クリープメーター（山
電㈱製，RE―3305）を用いてテクスチャー測
定（硬さ・凝集性）を行った。測定条件はプ
ランジャー：直径30mmの円筒型，圧縮率：
60％，スピード：1mm/sとした。測定は5個
のパンについて試料片を8個取り出し，合計
40個の試料を用いて行った。

7．色調の測定
　色調の測定は，測色色差計（日本電色工業
㈱製，ZE―6000）を用い，パンの外側部（ク
ラスト）と中心部（クラム）から切り出した
試料片（外相と内相）について測定した。解
析はハンターの表色法で行った。ハンターの
表色法はL値（明度），a値（赤色度），b値（黄
色度）で表色される。さらにW（白色度）
については次の式により算出した。

W（白色度）＝100－（100－L）2＋（a2＋b2）

8．官能評価
　官能検査は水溶性画分0％パンと5％，
10％，20％添加パンの中心部から切り出した
試料片（縦・横・高さが40×40×10mm）を
官能試験に供した。パネラーは岐阜女子大学
4年次の女子大生20名とした。調査項目は色，
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香り，きめ，香り，軟らかさ，しっとり感，
味，総合評価の項目について順位法によって
嗜好の評価を行い，クレーマーの検定表8）
により検定を行った。

Ⅲ．結果および考察

1．水溶性成分の成分組成
　強力粉に蒸留水を加え，攪拌・遠心分離・
上清の凍結乾燥を行って得られる水溶性成分
は，強力粉を100とすると4.2％の収率で，
極めて少ない結果であった。成分組成を表
1に示した。たんぱく質量は28.0％，灰分量
は4.3％であり，元の強力粉と比べると，大
きな値を示した。一方，不溶性成分の収率
は79.1％と非常に高く，成分組成では，元の
小麦粉と比べて，大きな違いは見られなかっ
た。
　次に，水溶性成分から溶解度差によってた
んぱく質を抽出し，それぞれの画分の抽出量
を表2に示した。水溶性成分には，グロブリ
ン画分はわずかに含まれるが，アルブミン画
分が主成分であることがわかった。また，グ
ルテン形成に必要なグリアジンとグルテニン
画分は全く含まれていなかった。オルシノー
ル法によるペントサン量の測定を表3に示し

た。小麦粉中に2.0％含まれ，その内水溶性
ペントサン量は0.7％であったが，水溶性成
分中に含まれるペントサン量は12.9％と多
く，その内の90％が水溶性であった。
　以上の分析結果より，蒸留水によって抽出
される水溶性成分は，元の小麦粉と比べてた
んぱく質量が多く，主成分はアルブミン，ま
たペントサンも多く，水溶性のペントサンが
ほとんどあることがわかった。

2．パンの形状
　パンの体積，比容積，水分測定の結果を
図2，および図3に示した。パンの体積は，
水溶性成分の添加割合が増加するにつれて大
きくなった。10％添加したパンでは，小麦粉
だけのパンと比較して，およそ1.2倍の体積
となり，20％添加したパンの体積が最も大き
くなった。比容積も体積と同様に，水溶性成
分の添加割合の増加で大きな値を示した。こ
のことから，水溶性成分は，パン体積を増加
させる効果を有することが示された。著者ら
は，これまでの研究で，水溶性成分の添加は
グルテンの伸展性を良くし，弾力性を低下さ
せることをエクステンソグラフで調べてお
り，この効果がパンにした場合には，パンの
膨らみに影響したと考えた。アルブミンたん

表2　溶解度差によるたんぱく質成分の抽出量
（g/試料100g）

アルブミン画分 グロブリン画分 グリアジン画分 グルテニン画分
小麦粉 2.9 0.8 2.7 2.8
水溶性成分 20.5 0.7 0.0 0.0
不溶性成分 3.8 0.4 2.1 4.4

表1　小麦粉・水溶性成分・不溶性成分の収率ならびに成分組成
（％）

収率※ 水分 炭水化物 たんぱく質 脂質 灰分
小麦粉 100.0 15.0 71.1 12.3 1.1 0.6
水溶性成分 4.2 12.6 54.1 28.0 1.0 4.3
不溶性成分 79.1 10.2 77.0 11.7 0.8 0.3

※収率は小麦粉量を100として抽出された割合を表す。



岐阜女子大学紀要　第40号　（2011. 3. ）

― 98 ―

ぱく質は，グルテン形成の本体ではないが，
添加量が増えることでSH基の供給も増える
ため，グリアジンとグルテニンの分子内ある
いは分子間のSH―SS交換反応が促進され，
グルテン量も増えると推測した。アルブミン
だけでなく，水溶性ペントサンの有する粘着
性や保水性もグルテンの改質とパンの膨らみ
に影響を及ぼすと考えられる 9），10）。

　焼成後のパンの水分値は，水溶性成分の添
加によって減少した。これは全体の粉量が増
加しているのに対し，加水量が一定あったた
めだと考えられ，今後は加水量によるパン体
積の変化や，水溶性成分の添加量に適する加
水量の調整についても検討していく必要があ
ると考えられる。

3．物性の測定
　作製したパンのクラム部分の硬さと凝集
性をそれぞれ図4および図5に示した。小麦
粉だけのパンの硬さと凝集性の値は，4.49×
103Paと0.80であった。クラムの硬さは，水
溶性成分の添加量が増加するにつれて減少す
る傾向がみられ，10％添加で3.09×103Paの
値となり，有意に軟らかくなることがわかっ
た。これは水溶性成分の添加によるグルテン

図2　パンの体積・比容積測定結果
値は5個のパンの平均値±標準偏差を示す
異なるアルファベットはp＜0.05で有意に差が
あることを示す

図3　パンの水分測定結果

図4　パンのクラムの硬さ
値は5個のパンの平均値±標準偏差を示す
異なるアルファベットはp＜0.05で有意に差が
あることを示す

図5　パンのクラムの凝集性
値は5個のパンの平均値±標準偏差を示す
異なるアルファベットはp＜0.05で有意に差が
あることを示す

図1　小麦粉・水溶性成分・不溶性成分のペン
トサン量
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の改質によるものと考えられ，伸展性の増加
と弾力性の低下から軟らかさが増したと推測
した。
　パン生地の凝集性は水溶性成分の添加量が
増加するにつれて減少し，20％添加で0.74の
値となり，有意に低下した。凝集性はグルテ
ンやデンプン，副材料など，パン生地を構成
する成分間の内部的結合力を表しており，水
溶性粉の添加は，粉量が増加したことで結合
力が弱くなったと推察した 11）。また，今回は，
加水量の調整をしなかったため，水分値が生
地中に少なかったことも凝集性が低下した要
因になったと推測した。

4．色調の測定
　パンのクラムとクラストの色調結果を表3

に示した。クラムにおいては，水溶性成分の
添加量が増すにつれて，a値（赤色度）が有
意に増すことがわかった。また，L値（明度）
とb値（黄色度）とW（白色度）は小さくな

る傾向が見られたことより，水溶性成分では，
たんぱく質や灰分量が多いため，色に影響を
及ぼしたと考えた。
　一方，クラストでも，水溶性成分の添加量
の増加で，a値（赤色度）が有意に大きくなり，
L値（明度）も10％添加以上で有意に小さく
なった。このことは，水溶性成分の添加割合
が増えると，たんぱく質量が増加するため，
糖と結合する割合が増加し，メイラード反応
がより起こったと推測した 12）。そのため，ク
ラストは赤く，濃い焼き色になったと思われ
る。

5．官能評価
　女子大生をパネルとして，順位法で官能評
価を行った結果を表4に示した。小麦粉パン
と水溶性成分を5％，10％，20％添加した4

種類のパンの結果について，クレーマーの検
定表より嗜好の有意差を判定した。
　「色」，「香り」については，水溶性成分の

表3　パンのクラムとクラストの色調測定結果

水溶性成分の添加割合（％） L（明度） a（赤色度） b（黄色度） W（白色度）
0（クラム） 　 79.6±3.2 －0.1±0.0 19.8±0.6 71.6
5（　〃　） 　 79.0±2.8  0.2±0.0＊ 20.0±0.5 71.0

10（　〃　） 　 78.3±3.1  0.4±0.0＊ 19.4±0.5 70.9
20（　〃　） 　 77.8±2.6  0.5±0.1＊ 19.2±0.6 70.7

0（クラスト） 59.3±2.9 16.1±0.3 34.1±1.2 44.5
5（　 〃 　） 55.7±2.3 17.7±0.2＊ 34.0±1.3 41.4

10（　 〃 　） 52.0±3.0＊ 17.8±0.2＊ 32.7±1.0 39.3
20（　 〃 　） 51.3±2.8＊ 19.8±0.3＊ 32.8±1.1 38.0

＊はp＜0.05で有意な差があることを示す。

表4　パンの官能検査結果

水溶性成分の
添加割合（％）

色 きめ 香り 軟らかさ しっとり感 味 総合評価

0 45 33▲ 49 29▲ 32▲ 38▲ 38▲

5 61○ 46 50 54 52 52 52
10 41 59 52 61○ 62○ 59 59
20 53 62○ 49 56 54 51 51

○；p＜0.05有意に好まれる
▲；p＜0.05有意に好まれない
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添加の影響はみられなかった。クラムの色調
検査では赤味が増すことが示されたが，官能
検査では「色」についての有意差はなかっ
た。
　しかし，パンの，「軟らかさ」，「しっとり
感」の項目については，水溶性成分を10％
添加したパンにおいて，5％危険率で有意に
好まれた。20％添加した場合には，10％添加
パンよりも評価が低い結果となり，添加が多
すぎても評価が下がることがわかった。また，
これらの項目については，普段食している小
麦粉だけのパンの評価が，有意に好まれない
結果となったことより，水溶性成分の添加パ
ンは，高い品質を有したパンであると言って
よいであろう。「味」，「総合評価」について
も有意差はないものの10％添加のパンが最
も好まれる結果となった。

Ⅳ　要約

　強力粉から抽出した水溶性成分の成分分析
を行い，また水溶性成分を添加したパンの体
積，物性，色調，嗜好性に及ぼす影響を検討
し，以下の結果を得た。
　（1）強力粉から抽出した水溶性成分の収率
は4.2％で，元の小麦粉と比較して，たんぱ
く質が多く，主成分はアルブミンであった。
また，ペントサンも多く含まれ，水溶性ペン
トサンがほとんどであった。
　（2）パンの体積は，水溶性成分の添加割合
が増加するにつれて大きくなり，10％添加で
は，小麦粉だけのパンよりも1.2倍の体積と
なった。これはアルブミンやペントサンの有
する特性が，グルテン改質とパンの膨らみに
影響を及ぼしたと推測した。
　（3）パンのクラムの硬さと凝集性は，水溶
性成分の添加割合の増加によって，どちらも
低下した。

　（4）クラムの色調は，水溶性成分の添加割
合の増加によって，a値（赤色度）が有意に
増加し，L値（明度）とW値（白色度）も減
少する傾向が見られた。一方クラストの色調
は，水溶性成分の添加割合の増加によってL

値が減少し，a値の赤色度が増加したことよ
り，焼き色が濃くなることがわかった。
　（5）水溶性成分を10％添加したパンは，
「軟らかさ」「しっとり感」の項目において5％
の危険率で有意に好まれ，「味」「総合評価」
でも最も好まれた。普段食している小麦粉だ
けのパンは，逆に有意に好まれなかったこと
より，水溶性成分の添加パンは高品質のパン
であることが示された。
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