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Ⅰ．緒言

　殻を外したそばの実を挽いて最初に出てき
たそば粉を一番粉（内層粉）と呼び，さらに
挽いて出てきたそば粉を順に二番粉（中層
粉），三番粉（表層粉），末粉と呼ぶ1）。一番
粉と二番粉，三番粉を合わせたものが全層粉
である。一般的にそば切り（麺）に使用され
る粉は，一番粉から三番粉までであり，末粉
は使用されない。末粉は殻の細片や甘皮を含
むため繊維質や灰分が多く，そば切りに使用
すると，のどごしや色が悪くなったり，えぐ
味が強く感じられたりする。そのため末粉は，
製菓製品や乾麺等に少量添加したり，家畜の
飼料とする他は廃棄されることが多い。
　しかし我々は，この末粉の成分分析を行っ
たところ，タンパク質や食物繊維が極めて多
く含まれていることを見出し，機能性食品素
材としての利用が可能であると考えた。
　そこで，本研究ではこの末粉について，さ
らに各種のアミノ酸，無機質，ビタミン，ル
チン，γ―アミノ酪酸の含量を調べ，栄養価
が高いとされる全層粉と比較した。また，末

粉の利用として，クッキーと蒸しパンへの添
加を試みた。できる限り多くの末粉が配合で
きるよう検討し，調製したものについて官能
評価を行った。

Ⅱ．実験方法

1．試料
　試料のそば末粉は，岐阜県荘川そば振興組
合様より提供していただいたものを使用した。

2．成分分析
　試料の分析法として，水分は赤外線水分計
を用いた常圧加熱乾燥法，タンパク質はケル
ダール法，脂質はソックスレー抽出法，炭水
化物は差し引き法，灰分は直接灰化法，食物
繊維はプロスキー法で行った。また，ナトリ
ウム，カリウム，マグネシウム，カルシウム，
ビタミンB1，B2，γ―アミノ酪酸，アミノ酸
組成の測定を日本食品分析センターに依頼し
た。
　得られた試料の成分値は，「五訂増補日本
食品成分分析表」および「アミノ酸成分組成
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表」の収載されている「そば粉（全層粉）」，
「薄力粉（1等粉）」の成分値2）と比較した。

3．そば末粉を配合したクッキーの作製
　薄力粉のみを用いた基準のクッキーとそば
末粉を配合したクッキーの材料配合を表1に
示した。

表1　クッキーの材料配合	 （g）

基準 そば末粉配合

薄力粉 200 100

そば末粉 ― 100

グラニュー糖 80 100

無塩バター 100

アーモンドプードル 15

アーモンドダイス 30

全卵 40

塩 1

B.P 2.4

重曹 0.6

　クッキーの作製は以下の通りで行った。
① 卓上ミキサーにボウルをセットし，バター
を低速回転で軟らかくした。
② グラニュー糖，塩を入れ，中速回転で回し，
ボウルの縁につく生地は落としながらバ
ターをしっかり立てた。
③全卵を少しずつ分けながら入れた。
④アーモンドプードルを入れ低速で回した。
⑤ 粉とベーキングパウダーを入れ低速で回し
た。
⑥ ラップを敷いたバットに移し，冷凍庫で生
地を固めた。
⑦6mmの厚さに延ばし，型抜きをした。
⑧170℃に予熱したオーブンで16分焼いた。

4．そば末粉を配合した蒸しパンの作製
　薄力粉のみを用いた基準の蒸しパンとそば
末粉を配合した蒸しパンの材料配合を表2に
示した。

表2　蒸しパンの材料配合	 （g）

基準 そば末粉配合
薄力粉 110 66

そば末粉 ― 44

グラニュー糖 60 70

卵白 35 21

サラダ油 4 2

牛乳 90

B.P 6

　蒸しパンの作製は以下の通りで行った。
① ボウルに卵白を入れ低速で泡立てた。グラ
ニュー糖5gを入れ，高速回転させた。そ
こにグラニュー糖5gを入れ，中速回転さ
せた。さらにグラニュー糖5gを入れ，低
速回転させメレンゲを作製した。
② 別のボウルにグラニュー糖，牛乳，サラダ
油を入れ混ぜた。
③ そこに，ふるった薄力粉，ベーキングパウ
ダーを入れ，軽く混ぜた。
④ メレンゲの入ったボウルの中に③の生地を
入れ，さっくり混ぜ合わせた。
⑤ カップの8分目まで生地を入れ，蒸し器で

10分蒸した。

5．クッキーと蒸しパンの官能評価
　そば末粉を配合し作製したクッキー，蒸し
パンの官能評価を基準と比較して行った。
クッキーの評価項目は見た目，そばの香り，
食感（サクサク感），硬さ，えぐ味，総合的
なおいしさとし，蒸しパンは，見た目，そば
の香り，食感（ふわふわ感），えぐ味，総合
的なおいしさとし，両極5段階尺度（＋2，
＋1，0，－1，－2）で行った。岐阜女子大
学生25名をパネラーとし，各項目について
評価平均点を算出した。
　使用した官能評価表を表3に示した。
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Ⅲ．結果および考察

1．そば末粉の成分値
　そば末粉の成分値を表4に示した。
　成分分析の結果，そば末粉の一般成分は水
分13.0g，タンパク質26.7g，脂質8.5g，炭水
化物45.5g，灰分6.3gであった。全層粉と比
べるとタンパク質，脂質，灰分が2倍以上多
く含まれていた。また，食物繊維も5倍以上
多く含まれ，100g当りの含量は小麦全粒粉
11.2g，おから（新製法）11.5gよりも多い
22.0gであった。無機質では，カリウム，マ
グネシウムが特に多く，ビタミンB1，B2も
全層粉の3倍以上含まれていた。さらに機能
性成分として，血管強化や酸化防止効果をも
つルチン3），血圧降下作用を有するγ―アミ

ノ酪酸もそれぞれ3倍，7倍と多く含まれて
いた。これらのことからそば末粉は機能性食
品素材として有望であることが示された。
　そば末粉のアミノ酸量を表5に示した。全
層粉と比べると，どのアミノ酸でも2～ 3倍
程多く含まれていた。全層粉のアミノ酸スコ
アは92であることから，末粉はそれ以上に
栄養価が高いといえる。その中でも米や小麦
の第一制限アミノ酸であるリジンにおいて
は，全層粉の3倍，薄力粉と比べると10倍以
上も多い結果であった。また，リジンだけで
なくヒスチジン，アルギニンも多く，これら
の塩基性アミノ酸は苦味を有することから，
そば末粉のえぐ味の要因になっているのでは
ないかと推測した。

表3　官能評価表
官能評価表（クッキー）

基準のクッキーと比べて、そば末粉クッキーの評価をお願いします。
＋2 ＋1 0 －1 －2

1．見た目 おいしそう ややおいしそう 変わらない ややおいしくなさそう おいしくなさそう
2．そばの香り 強い やや強い 変わらない やや弱い 弱い
3．食感（サクサク感） 良い やや良い 変わらない やや悪い 悪い
4．硬さ 軟らかい やや軟らかい 変わらない やや硬い 硬い
5．味（えぐ味） 弱い やや弱い 感じない やや強い 強い
6．総合的なおいしさ おいしい ややおいしい 変わらない ややおいしくない おいしくない

①　そば末粉クッキーの香りは、好き・どちらでもない・嫌い
②　そば末粉クッキーの硬さは、好き・どちらでもない・嫌い

官能評価表（蒸しパン）

基準の蒸しパンと比べて、そば末粉蒸しパンの評価をお願いします。
＋2 ＋1 0 －1 －2

1．見た目 おいしそう ややおいしそう 変わらない ややおいしくなさそう おいしくなさそう
2．そばの香り 強い やや強い 変わらない やや弱い 弱い
3．食感（ふわふわ感） 良い やや良い 変わらない やや悪い 悪い
4．味（えぐ味） ― ― 感じない やや強い 強い
5．総合したおいしさ おいしい ややおいしい 変わらない ややおいしくない おいしくない

①　そば末粉蒸しパンの香りは、好き・どちらでもない・嫌い
②　そば末粉蒸しパンの食感は、好き・どちらでもない・嫌い
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2．	そば末粉を用いてクッキーを作製する際
の材料配合の検討

　薄力粉の50％をそば末粉に置換し，その
他の材料は一般的な配合でクッキーを作製し
たところ，硬さが増加し，えぐ味も感じられ
た。そこで，これらを改善するため重曹とアー
モンドダイスの添加を試みた。その結果，え
ぐ味を減少させることができ，硬さも低下し，
サクサク感が得られた。
　よって，末粉をできるだけ多く添加した
クッキーを作製する際の材料配合は，表1に
示したように薄力粉の50％を末粉に置換し，
重曹やアーモンドダイスを使用したものにし
た。

3．	そば末粉を用いて蒸しパンを作製する際
の材料配合の検討

　薄力粉の50％をそば末粉に置換し，その
他の材料は一般的な配合で蒸しパンを作製し
たところ，そばの香りは強いが，ふわふわ感
が少なく，えぐ味が感じられた。そこで，こ
れらを改善するため末粉の添加割合を40％
に減らし，卵白（メレンゲ生地）の立て方を
変更し，B.P量も増やすこととした。その結
果，えぐみが減少し，ふわふわとした蒸しパ
ンを作製することができた。
　よって，そば末粉をできるだけ多く使用し
た蒸しパンを作製する際の材料配合は，表2

に示したように，薄力粉の40％を末粉に置
換し，B.Pは通常より増やしたものにした。

4．官能評価の結果
　そば末粉を50％配合したクッキーの官能
評価を薄力粉のみで作製した基準クッキーと
比較して行い，25名のパネラーの平均値を
算出した。各評価項目の結果を図3に示した。
基準値（0）と比較して，見た目はややおい
しそう（0.96），そばの香りはやや強い（0.48），

表4　そば末粉の成分値（試料100g当り）

そば
末粉

そば粉
全層粉

薄力粉
1等粉

水分（g） 13.0 13.5 14.0

タンパク質（g） 26.7 12.0 8.0

脂質（g） 8.5 3.1 1.7

炭水化物（g） 45.5 69.6 75.9

灰分（g） 6.3 1.8 0.4

食物繊維（g） 22.0 4.3 2.5

ナトリウム（mg） 2.5 2 2

カリウム（mg） 1,450 410 120

マグネシウム（mg） 767 190 12

カルシウム（mg） 33 17 23

ビタミンB1（mg） 2.00 0.46 0.13

ビタミンB2（mg） 0.35 0.11 0.04

ルチン（mg） 46 15* ―
γ―アミノ酪酸（mg） 14 1.9** ―

＊ルチン含量は文献値4）より抜粋
＊＊γ―アミノ酪酸含量は文献値5）より抜粋

表5　そば末粉のアミノ酸量（mg/試料100g）

そば
末粉

そば粉
全層粉

薄力粉
1等粉

イソロイシン 1,210 440 300

ロイシン 2,250 790 580

リジン 2,100 700 180

メチオニン 664 230 140

シスチン 891 300 220

フェニルアラニン 1,710 550 420

チロシン 991 300 250

スレオニン 1,440 460 230

トリプトファン 501 190 100

バリン 1,650 610 350

ヒスチジン 926 320 190

アルギニン 4,210 1,100 300

アラニン 1,510 500 250

アスパラギン酸 3,610 1,200 350

グルタミン酸 7,280 2,200 2,900

グリシン 2,160 700 300

プロリン 1,380 480 990

セリン 2,040 590 400
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食感（サクサク感）はやや良い（0.72），硬
さはやや柔らかい（－0.48），えぐ味はやや
強い（－0.36）という評価であった。また，
そばの香りと硬さの好み（表6）では，ほと
んどのパネラーが好きと答えた。総合的なお
いしさの評価では，そば末粉クッキーは基準
と比べてややおいしい（0.60）という評価で
あった。今回作製したクッキーは，えぐ味は
やや感じられるものの，そばの香りが良く，
見た目とサクサク感も高い評価で総合的にも
好まれた。
　一方，そば末粉を40％配合した蒸しパン
の官能評価の結果を図4に示した。見た目は
ややおいしそう（0.60），そばの香りはやや

強い（0.36），食感（ふわふわ感）はほとん
ど変わらない（0.08），えぐみはやや強い（－
0.76）という評価であった。そばの香りの好
み（表6）では，嫌いと答えたパネラーが12

人，食感の好みでは嫌いと答えたパネラーが
8人であった。総合的なおいしさの評価では，
そば末粉クッキーは基準と比べてややおいし
くない（－0.20）という結果であった。今回
作製した蒸しパンは，食感の評価が低く，え
ぐ味が強く感じられたため，味と香りが良く
ないと評価され，総合的においしくないとい
う結果になった。
　そば末粉の利用の際には，えぐみ味の軽減
が必要であるが，今回の蒸しパンは不十分で

図1　	そば末粉を配合したクッキーの写真
（左が基準、右がそば末粉50％配合）

図2　	そば末粉を配合した蒸しパンの写真	
（左が基準、右がそば末粉40％配合）

図3　そば末粉を配合したクッキーの官能評価

図4　	そば末粉を配合した蒸しパンの官能
評価
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あったため，改善の必要がある6）。しかしな
がら，クッキーについては総合的においしい
と評価され，薄力粉の50％を末粉に置換し
ても，好まれるものを作製することができた。
このクッキーは栄養的にも優れ，薄力粉のみ
の使用と比べ，タンパク質は約2倍，食物繊
維は5倍，カリウムは6倍，ビタミンB1は8

倍多く摂取できる。また各種アミノ酸も数倍
摂取でき，小麦粉の第一制限アミノ酸である
リジンでは6倍多く摂取できる。このように，
そば末粉を使用し，嗜好的に好まれ栄養価も
高いクッキーを作製することができた。

Ⅳ　要約

　一般にそば切りには使用されないそば末粉
の有効利用を検討するため，成分特性を調べ
るとともに，できるだけ多くの添加を行い作
製したクッキーと蒸しパンの官能評価を行っ
た。
　成分分析の結果，そば末粉は全層粉と比べ
てタンパク質，脂質，灰分が2倍以上多く含
まれ，食物繊維も5倍以上含まれていた。無
機質では，カリウム，マグネシウムが特に多
く，ビタミンB1，B2も3倍以上含まれていた。
さらに各種アミノ酸や血管強化作用を有する
ルチン，血圧降下作用をもつγ―アミノ酪酸
も豊富に含まれ，そば末粉は機能性食品素材

として活用できることが示唆された。
　そば末粉の製菓製品への利用として，蒸し
パンには薄力粉の40％置換で添加し，官能
検査を行ったところ，食感とえぐ味の点で評
価が低く，改善を行う必要性があった。しか
し，薄力粉の50％をそば末粉に置換し，重
曹やアーモンドダイスを使用したクッキーで
は，そばの香りが良く，見た目とサクサク感
も好まれ，おいしいと評価された。そば末粉
クッキーは薄力粉のみのものと比べ，タンパ
ク質，食物繊維，ビタミンB1，各種アミノ
酸が数倍摂取できるものであった。
　以上のことから本研究では，そば末粉を使
用し，嗜好的に好まれ栄養価も高いクッキー
を作製することができた。
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表6　そば末粉を配合したクッキーと蒸しパンの

好き
どちらで
もない

嫌い

クッキー
（末粉）

香りの好み 22 1 2

硬さの好み 24 0 1

蒸しパン
（末子）

香りの好み 12 1 12

食感の好み 16 1 8


