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新潟県育成品種「秋雲」「こしのめんじまん」と

「コシヒカリ」の製粉特性及び米粉スポンジケーキ特性

高橋誠•野呂渉•本間紀之

従来，米粉は主に団子や餅菓子，米菓等の和菓子分野

に利用されてきたが，米粉利用の主体をなす和菓子の市

場は成熟状態にあり新規用途の開拓は困難な状況にある

こと，菓子の嗜好は洋風化が進展していることから，米

粉の新規利用について洋菓子への利用を考慮する必要が

生じてきている．また，近年の粒としての米消費量の減

少に伴い新たな米の利用方法が求められている．本セン

ターでも洋菓子への利用を可能とする米の微細製粉方法

の開発に取り組み、製粉技術 I)と従来米粉が用いられてい

なかったカステラヘの利用方法 2)を開発してきた．

一方，新潟県では多様な米の利用に対応するため，数

多くの新形質米を育成している 3,4). これらの新形質米を

加工に利用することで，現在用いられている一般米には

ない特徴の付与が期待される．そこで，現在小麦粉用途

の微細米粉原料に広く用いられている「コシヒカリ（一

般米）」と新潟県育成の新形質米「秋雲（低アミロース米）」

及び「こしのめんじまん（高アミロース米）」について，

製粉特性とスポンジケーキ特性の把握を目的として試験

を行った．

実験方法

1 試験材料および揚精方法

本研究では一般品種の「コシヒカリ」，新潟県農業総合

研究所作物研究センター育成の低アミロース米「秋雲町

および高アミロース米「こしのめんじまん 4)」の合計 3品

種を供試した．

各米品種は平成 19年に作物研究センターで栽培された

ものを 15℃, RH70~75%で保存し，掲精前日に室温に戻

して試験用精米機 (VP-31, 山本製作所）で禍精歩合 90%

を目安に揚精を行った．

2 米粉の調製

米粉の調製法には様々な方法があるが，中村ら 2)や山

木ら 5) によるとスポンジケーキのような菓子には微細米

粉が適するとされている．そのため，今回の米粉は微細

米粉の調製法として代表的な湿式気流粉砕方法により，

以下の手順で行った．

精米を水道水で水洗 (40℃, 1分間 X5回）後遠心脱水

機 (H-130E, 国産遠心器製）で脱水処理 (1800rpm・5秒

間）し，精米重量の 2倍量の水道水 (40℃)に 1時間浸

漬し吸水させた．吸水した米粒を前述条件で脱水後，気

流粉砕機 (KV-3-4S,躍進機械製作所製）で粉砕 (6800rpm)

を行い，流動層乾燥機 (MDW-20,不ニパウダル製）で水

分 12~13%程度に乾燥した

3. 米粉の性状分析

米粉のアミロース含量は Julianoの簡易測定法 6)による

見かけのアミロース含量として測定し，検量線作成には

標準アミロース（ポテトアミロース TypeIII, Sigma製）

を用いた．損傷澱粉量は有坂らの酸溶解度法 7) により測

定した．粒度構成は飾振とう機（ロータップT型，筒井

理化学器械製）を用いて米粉 50gを 1時間振とう後，各

飾残重量の回収重量に対する割合から求めた．糊化特性

はアミログラフ (ViskographPT 100, Blabender製）を用

いた常法により測定した．

4. スポンジケーキの製造

(1) スポンジケーキ原料および配合

スポンジケーキ製造時の材料配合は，山崎らの報告 8)

を参考として，表 lの通りに設定した．

(2)米粉スポンジケーキ生地の製造

スポンジケーキ生地の製造には卓上ミキサー（キッチ

ンエイド KSM5,エフ・エム・アイ製）に 6本ワイヤーホ

イッパーと温度調節用水ジャケットを装着して用いた．

スポンジケーキ型は内径 150mm, 深さ 55mmのステンレス

製市販品，敷紙は市販ベーキングシートをケーキ型寸法

に切断して使用した．

スポンジケーキ生地の製造は，以下の工程で行った．

まず充分に攪拌した全卵をボウルに計量し，グラニュー

糖の半量を加えて起泡しない程度に攪拌しながら湯煎で

34~35℃まで加温した．所定の温度に達した卵液をミキ

サーで速度 10で 60秒撹拌後，グラニュー糖の残りを加

表1 米粉スポンジケーキの材料配合

材料 使用量 備考

全卵 345g 市販品L玉を購入後直ちに使用

米粉
172 水分13.5%換算量を使用，対照区は市販小麦粉（日

g 清製粉バイオレット）を使用

砂糖 172g フジ日本精糖（株）製グラニュー糖

無塩バター 52g 明治製無塩バター．湯煎で溶かし45℃に保温

水 6g前後粉水分補正用蒸留水を溶かしたバターに添加
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えて速度 10で 150秒撹拌し卵液バッターとした．この時

点での卵液バッターは温度 29~3 1℃，比重 o. is~o. 20の

範囲とし，比重が不足した場合は撹拌を追加して調整し

たなお比重は 55ml容のプラスティック容器に卵液バッ

ターを入れてすり切った状態で重量を測定し，重量を容

積で除した値とした

次に速度 lで撹拌しながら米粉の半量を 10秒で加え，

この作業を 2回行って米粉の全量を卵液バッターに混合

した．米粉混合後直ちに，ホイッパーを外して上下を逆

転させるように 5回かき混ぜ米粉の沈殿を防いだ．

次に速度 2で撹拌しながら 20秒で溶かしバターと水分

補正用の水を加え，速度 2 で攪拌して生地温度 29~30℃,

比重 0.46~0. 47のスポンジケーキ生地を製造した

(3) 米粉スポンジケーキの焼成

枠及び底面にベーキング用紙を敷いたスポンジケーキ

型 3個にスポンジケーキ生地 240gを静かに流し，軽く揺

すって平らにした後， 170℃に加温した電熱式オーブン

（南蛮窯 ST型七洋製作所製）で 22分焼成した焼成

後直ちに型から出して室温で 60分放冷した．比較用に市

販薄力小麦粉（以下小麦粉）を用いて，同様の方法でス

ポンジケーキを製造した．

放冷したスポンジケーキはポリエチレン袋（厚さ

0. 03mm) に入れて密封し， 20℃で 0~3 日間保存したもの

を，その後の測定 ・評価に用いた．

5 スポンジケーキ生地及びケーキの性状分析

(1) 米粉スポンジケーキ生地性状の分析

スポンジケーキ生地製造時の生地比重変化は，生地製

造中の粉混合時，油脂混合時及び油脂混合後攪拌 o~go

秒の間で，前記の方法により生地比重を測定した．生地

粘度はハンディ型粘度計 (VISCOMETERTVC-5, 東機産

業製）， No.4ローターを調製直後のスポンジケーキ生地に

入れ，回転開始から 30秒後の値を生地粘度として測定し

た．

(2) 米粉スポンジケーキ性状の分析

比容積は菜種法で測定したケーキ容積を重量で除した

値とした．スポンジケーキ高さはケーキの中心を通るよ

うに垂直に切断し，両端，中心とその中間部の 5カ所の

高さを測定した平均値とした。

(3)米粉スポンジケーキ物性の測定

スポンジケーキ物性はテンシプレッサー (TTP-50BX,

タケトモ電機製）を用いて，スポンジケーキ試料を円盤

プランジャで破断貰通する方法で測定した図 lのよう

なアルミ板（厚さ 5.0mm) に直径 13mmの穴を開けた治具

を自作し， 2kgロードセルに取り付けたステンレス円盤プ

ランジャ（直径 10mm,厚さ 1mm,軸径 3mm) がこの治具を

1. 5mmのクリアランスで貫通する状態になるよう試料台

にセットした

保存したスポンジケーキは 1cm厚で縦に切断し，さら

に上下 ・周辺部分を除去し中

心部分（約 3cmX6cm) をポ

リ塩化ビニリデン製ラップ

で包んで 25℃インキュベー

ターに 30分置いた後，治具

の上にケーキを置いて指で

固定し測定を行った．

測定は試料を Bitespeed 

120mm/minで破断貰通し，

20msec毎の電圧推移を電圧

データロガー (VR-71, ティ

アンドディ製）を用いて記録

図 1 スポンジケーキ

物性測定用治具

した試料 10片分のデータの平均電圧値を電圧値からの

応力換算式 (0.4X 電圧値—0. 2, r=l. 00) で実荷重値に換

算し，単位面積当たり荷重値 (gf/cmりを記録値 20区間

の移動平均でグラフ化して破断貫通時応力特性とした．

(4) 米粉スポンジケーキの官能評価

「秋雲」「コシヒカリ 」「こしのめんじまん」による 1

日保存後のスポンジケーキの官能評価を食品研究センタ

ー職員 14名で行ったいずれもスポンジケーキの上面及

び下面を 1cmずつ除去した中心部を縦に 12等分したもの

を官能評価に供した．基準は小麦粉とした．評価項目は

「柔らかさ」「こし • 弾力」「しっとりさ」及び「総合評

価」とした．得られた結果は Tukeyの多重比較により検

定を行ったまた 「コシヒカリ」について ， 焼成後 0~3

日保存したスポンジケーキの官能評価を行い，物性測定

値と官能評価の関係を分析した．

実験結果及び考察

1 . 微細米粉の性状、粒度構成及びアミログラフ特性

微細米粉の性状、粒度構成及びアミログラフ特性を表 2

表1 微細米粉の性状，粒度構成及びアミログラフ

特性

秋雲 シヒカリ こしの
コ めんじまん

米粉 アミロース含量（％） 7.5 17.0 30.9 
性状 澱粉損傷度（％） 6.3 4.4 5.6 

60mesh不通過（％） 0.0 0.0 0.0 

60-100mesh(%) 0.0 0.0 0.0 

100-150mesh (%) 0.1 0.2 0.1 
粒度
構成 150-200mesh (%) 1.0 0.5 0.4 

200-250mesh (%) 4.7 2.2 0.9 

250-300mesh (%) 28.4 29.8 20.0 

300mesh通過(%) 65.8 67.3 78.7 

糊化温度（℃） 67.5 69.0 73 5 

最高粘度(BU) 870 910 480 
アミロ 最低粘度(BU) 310 390 360 
グラフ

特性 最終粘度(BU) 680 800 820 

ブレークダウン(BU) 560 520 120 

コンシステンシー(BU) 370 410 460 
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に示した．微細米粉のアミロース含量は 7.5% (秋雲）～

30. 9% (こしのめんじまん）の範囲であった．米のアミ

ロース含量として「秋雲」は 10%程度 2) , 「こしのめん

じまん」は 27%程度 4) , 「コシヒカリ」は 14.9~15. 6% 

3. 4) とされており，今回測定したアミロース含量とは若干

異なるものであった．澱粉損傷度は 4.4% (コシヒカリ）

~6. 3% (秋雲）の範囲であった．粒度構成はいずれの品

種も 200mesh通過割合が重量の 95%以上を占め，スポン

ジケーキ製造には充分な品質を有すると判断された。ま

た今回の供試品種中では「こしのめんじまん」が最も微

粉砕されやすい特性を有すると推察された．米粉の糊化

特性については「秋雲」は糊化温度が低くプレークダウ

ンが大きい特性， 「こしのめんじまん」は糊化温度が高

く最高粘度が低い，ブレークダウンが小さい，最終粘度

が高いなど，アミロース含量の違いによると思われる特

徴が確認された．

2. 米粉スポンジケーキ生地の性状

ケーキ生地製造時の生地比重変化を図 2に示した．今

回の試験ではほぼ同一比重のバッターに各々の粉を加え

ているが，小麦粉より粉混合終了時から生地比重が低く，

近似直線の傾き（生地比重変化率）も小さい特性を示し

た．今回設定した生地比重 (0.46-0. 47) の場合，米粉は

市販小麦粉よりも 20 秒（秋雲） ~40 秒（こしのめんじま

ん）ほど長く攪拌する必要があった．米の品種では「秋

雲」が最も比重変化が大きく， 「こしのめんじまん」が

最も少なかった同ーエ程でも市販小麦粉の方が高い生

地比重を示し，生地比重変化率も大きくなった理由とし

て，小麦粉中に約 2.5%存在し 9) , 吸水性の高いペントザ

ン等の食物繊維や，小麦に特異的に含まれるグリアジン

とグルテニンがグルテン形成する際に卵液の水分を吸収

して消泡的に作用していることが推察された．

安定した品質のスポンジケーキを製造するためには生

地を均質にすることが重要であり，かつ生地の比重が長

時間安定することが求められる．しかし小麦粉生地では

強い攪拌や長時間の攪拌は生地の気泡を消すためサック

リと混ぜることが技術上のポイントになっている．米粉

のスポンジケーキは気泡維持を阻害する前記物質が少な

く，グルテン形成による粘度増加もないことから，生地

゜
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比重が低下しにくい特徴を有すると考えられた．

3. 米粉スポンジケーキの性状

米粉スポンジケーキの性状を表 3に示した同一比重

におけるスポンジケーキ生地粘度は 3.96Pa/s (こしのめん

じまん） ~4. 51Pa/s (コシヒカリ）であり，米粉は市販小

麦粉より低い粘度を示した．これはグルテンの影響と考

えられた．米の品種によってもスポンジケーキ生地粘度

は異なり， 「コシヒカリ」は比較的粘度が高いのに対し，

「こしのめんじまん」は粘度が低く，作業時の手感でも

さらさらした感じを受けたこの理由として，米粉の澱

粉損傷度と米粉の吸水率の違いが考えられるが，今回用

いた微細米粉の試験では澱粉損傷度の範囲が 4.4~6. 3% 

でありその範囲も狭いため，米粉の吸水率の影響がより

大きいと考えられた．筆者らは，同一方法で製造した米

粉でも，アミロース含量が低い米粉は吸水性が高く，ア

ミロース含量が増えると吸水率が低下することを報告し

ている 10) • つまり吸水性の高い「秋雲」や「コシヒカリ」

の生地では米粉に卵液水分が多く吸収されるため粘度が

増加するが，アミロース含量が高く吸水性の低い「こし

のめんじまん」は卵液水分の吸収が少ないため，粘度が

低い状態になったと考えられた

比容積は 3.74cmツg (秋雲） ~3. 89cmツg (コシヒカリ）

の範囲，スポンジケーキ高さは 46.8mm(秋雲） ~49. 2mm 

（コシヒカリ），膨張比は 94.9% (秋雲） ~98. 7% (コ

シヒカリ）であり，米粉の中では「コシヒカリ」が最も

高い数値を示したが，いずれも市販小麦粉より若干低い

値であった．

スポンジケーキでは，卵の蛋白質が気泡を保持したま

ま熱凝固することで膨張した気泡膜が固定化されるとと

もに，固定された気泡膜（気孔壁）に通気孔となる亀裂

が生じることで内外の圧力差がなくなり，スポンジケー

キの組織や形状が形成される．材料中の澱粉は卵液に分

散して加熱により膨潤することで卵液の水分を吸収し，

膨張した気泡膜の固定化に寄与すると考えられる．楠瀬

11) はスポンジケーキ製造において，高い粘性を持つタヒ゜

オカ澱粉では澱粉粒が糊化時に気孔壁と一体化して粘性

が残存し気孔壁が固定化しないこと，また気孔壁が粘質

100 

油脂混合後の撹拌時間（秒）

図2 スポンジケーキ生地の各版による比重変化の比較

表3 米粉スポンジケーキの性状

-しの 小麦粉秋雲 コシヒカリ めんじまん

生地粘度
4.4 4.5 4.0 5.4 (Pals) 

スポンジケーキ高さ
46.8 49.2 47.1 51.0 (mm) 

スポンジケーキ容積
826.2 863.7 828.7 877.5 (cmり

スポンジケーキ重量
220.9 222.0 221.3 222.7 (g) 

比容積
3.7 3.9 3.8 3.9 (cm3/g) 

膨張比
94.9 98.7 95.1 （％，対小麦粉）

スポンジケーキ3個の平均値
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秋雲 コシヒカリ こしのめんじまん -. 小麦粉

図3 米粉スポンジケーキの断面

なため焼成後に通気孔となる亀裂が生じず気孔内の気密

を保持するため大きく収縮することから，スポンジケー

キの気孔壁形成には材料に用いた澱粉の特性，特に低水

分糊化での粘性が大きく影響することを示している．今

回の試験では秋雲とコシヒカリでは放冷中に若干の収縮

が生じており，楠瀬の考察と類似した現象が米粉スポン

ジケーキでも生じていると考えられたつまり低アミロ

ース米「秋雲」の米粉を用いた場合，糊化して高い粘性

を持った米澱粉の気孔壁への一体化による固定化不足や，

気孔壁への亀裂形成不足により収縮が生じたと考えられ

た一方，高アミロース米「こしのめんじまん」の米粉

を用いた場合は加熱糊化時の膨潤が少なく粘性も低いた

め，膨張途中で内部ガス膨圧を保持できず気孔壁に亀裂

が生じ，それ以上膨張しなくなったと考えられた

また市販小麦粉よりもスポンジケーキ高さが低くなっ

たのは、グルテンの有無も関係していると考えられた．

齋藤ら 12) は米粉をスポンジケーキの小麦粉代替として

米粉の配合割合を変えてケーキ性状を検討し，米粉代替

率が増えると容積値及び膨化率が低下したと報告し，米

粉代替率が増えるとその分グルテンの量も減少するた

めと考察している．このことから，小麦粉のグルテンは

高い粘性により生地中の気泡を保持したまま加熱固定さ

れることで気孔膜形成とスポンジケーキ組織形成維持に

貢献するが，米の蛋白質は粘性が低く気泡保持にほとん

ど寄与しなかったと推察された．

スポンジケーキの断面写真を図 3に示した同一生地

比重の場合，外観上米粉は市販小麦粉に比べ内相のきめ

が若干荒い傾向となったが，米粉の品種による明確な違

いは見られなかった小麦粉に比べ気泡のきめが若千荒

く感じられた理由として，ケーキ生地の粘性の違いが推

察された同一比重の生地の場合，米粉の生地は小麦粉

に比べ生地の粘性が低いため，気孔壁が破裂しやすくき

めが荒くなりやすいと考えられた

4. 米粉スポンジケーキの官能評価

3種類の米品種の米粉スポンジケーキ官能評価結果を

表 4に示した．柔らかさ，こし，弾力には品種間に有意

な差は見られなかったが， しっとりさで「秋雲」と「コ

シヒカリ」，「こしのめんじまん」の間に 1%水準の有意差

が認められた．総合評価でも「秋雲」と「コシヒカリ」，

「こしのめんじまん」の間に 1%水準の有意差が認められ，

評価が明らかに異なることが示された．

また，「コシヒカリ」の米粉スポンジケーキにおける焼

成後の保存日数と官能評価の関係を表 5に示した．全て

の評価項目で保存日数の増加と共に評価が低下し，柔ら

かさ，なめらかさ，しっとりさ及び総合評価では，焼成

1日後と焼成 2, 3日後の間で 1%水準の有意差が認めら

れ， 「コシヒカリ」のスポンジケーキは焼成後の保存に

より評価が明らかに低下することが示された．

これらの結果について各評価項目間の相関係数を求め

たところ，全評価項目と総合評価の間に 5%水準の相関が

認められたが，最も相関が高いのはしっとりさで 1%水

準の相関が認められた．柔らかさ，こし・弾力としっと

りさの間に有意な相関は確認されなかった．スポンジケ

ーキの官能評価においてはいずれの評価項目も重要であ

るが，パネラーは口触りを示すしっとりさを重要視して

いることが推察された．

表4 供試品種の米粉スポンジケーキ官能評価

秋雲 コシヒカリ
こしの

めんじまん

柔らかさ 0.00 0.07 0.21 

こし・弾力 0.57 0.00 0.29 

しっとりさ 0.578 -0.71 b -1.14b 

総合評価 Q,57" -Q,71b -Q,7~b 
食品研究センター職員(14名）による評価(+3--3の7段階）の平均値。
全て焼成後1日のケーキを使用、基準：小麦粉
各評価項目内で異なる符号間に1%水準有意差あり

表 5 米粉スポンジケーキの焼成後日数と官能評価

の関係

焼成1日後 焼成2日後 焼成3日後

柔らかさ -0.07" -1.4d' -1.4i 
こし・弾力 0.33 -0.40 -0.53 

しっとりさ 0.20• -1.13b -1.47" 
総合評価 Q 2Q" -l l Jb -1 zt 

食品研究センター朦員(15名）による評価(+3--3の7段階）の平均値。

品種コシヒカリ、基準焼成後0日のスポンジケーキ

各評価項目内で異なる符号間に1%水準有意差あり

5 米粉スポンジケーキの物性

スポンジケーキの物性測定としては，ケーキ片をプラ

ンジャで圧縮して，最大応力や圧縮復元性を測定する手

法が多く報告されている 13-17)が，今回予備実験を行った

際，スポンジケーキ片を圧縮するとケーキ組織が崩れて

しまい安定した測定が困難なものが見られたそのため

本試験では圧縮法にかわる物性測定の方法として，円盤
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形プランジャでスポンジケーキ片を破断貰通した際の応

力特性を検討した．

「コシヒカリ」の米粉スポンジケーキについて，本測

定法により得られた特性値と官能評価の関係を表 6に示

した．今回官能で評価した項目と本測定法により得られ

た物性測定値に 5%水準の有意な相関が認められたこと

から，本測定法はスポンジケーキの物性測定法として有

効であると判断された

表6 米粉スポンジケーキ官能評価と物性測定の

関係

スポンジケーキ物性測定値

最大応力値
最大

最大応力値
に達するまで

応力値
までの近似

の積算応力 直線の傾き

柔らかさ 0.98* 0.95* -0.88 

官能 こし・弾力 0.87 0.77 -0.95* 
評価 しっとりさ 0.96* 0.90 -0.95* 

＊ 

米粉スポンジケーキ及び市販小麦粉のスポンジケーキ

物性の破断貫通時応力特性を図 4 に示した．市販小麦粉

は保存により最大応力値は若干低下するものの，最大応

力値に達するまでの経過時間の位置（ピーク位置）はほ

とんど変わらず，非常に安定した物性値を示した．「秋雲」

は0日保存の物性は市販小麦粉とほとんど変わりがなく，

焼成後 1日は最大応力値がわずかに低下したもののピー

ク位置はほとんど変化しなかった．焼成後 2, 3日は最大

応力値がわずかに低下し，ピーク位置がわずかに早くな

ったものの，物性変化が少ない特徴を示した．「コシヒカ

リ」も焼成後 0 日の物性は市販小麦粉とほとんど変わり

がなかったが，焼成後 1~3 日では最大応力値及びピーク

位置が大きく変化し，経日による物性変化が極めて大き

いことが示された．「こしのめんじまん」は焼成後 0日の

最大応力値が非常に低く， ヒ゜ーク位置も早いなど他のケ

ーキとは大きく異なる特性を示したまた保存した際の

最大応力値は焼成後 1日で低下したが，その後はほぼ同

じ値を保持し，他と比較して保存によりピーク位置が早

まる傾向が見られた．以上の結果より，今回供試した米

品種の中では「秋雲」のスポンジケーキの物性変化が最

も少ないことが認められた

現在新潟県内で新規用途（小麦粉用途）として用いら

れている米品種はほとんど「コシヒカリ」や「こしいぶ

き」といった米飯用の一般品種であるが，米粉のスポン

ジケーキは小麦粉のスポンジケーキに比べ食感が悪くな

りやすいとの指摘がある．今回の官能評価で用いたスポ

ンジケーキは焼成後 1日のものであるが，「コシヒカリ」

は市販小麦粉とは異なる破断応力特性を得たことは，食
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図4 米粉スポンジケーキの破断貫通時応力特性

感が悪くなりやすいことを示すデータと考えられた．

また「秋雲」を用いたスポンジケーキは保存による物

性変化が少ないこと，「コシヒカリ」や「こしのめんじま

ん」に比べ官能評価が良好であることも明らかとなった．

今後「秋雲」や他の低アミロース米品種を米粉の新規用

途へ利用していくことで，微細米粉を用いた洋菓子，特

にスポンジケーキ類の高品質化が進むことが期待される．

要約

小麦粉用途の微細米粉に広く用いられている「コシヒ

カリ」と新潟県育成の新形質米「秋雲」及び「こしのめ

んじまん」の製粉特性及びスポンジケーキの特性把握を

目的とした．「コシヒカリ」，「秋雲」及び「こしのめんじ

まん」の 3品種を湿式気流粉砕法で微細米粉を調製し成

分及び製粉性を比較し，これらの米粉及び小麦粉を用い
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て製造したスポンジケーキを製造し，製造時の特性及び

品質を種々の方法で検討した．

微細米粉のアミロース含量は 7.5% (秋雲） ~30. 9% (こ

しのめんじまん），澱粉損傷度は 4.4%(コシヒカリ）～

6. 3% (秋雲）の範囲となった粒度構成は「こしのめん

じまん」の 300mesh通過割合が高く，今回の供試品種中

最も微粉砕されやすいと思われた．

スポンジケーキ生地比重は小麦粉に比較して変化しに

くい特性を有した．同一比重でのスポンジケーキ生地粘

度は，米粉は小麦粉より低い粘度を示した． 「秋雲」は

粘度が高く「こしのめんじまん」は粘度が低いことから，

品種による米粉の吸水率の違いによる影響が考えられ

た．スポンジケーキ高さ，比容積はいずれも市販小麦粉

よりも若干低い値を示し，スポンジケーキ断面は内相の

きめが若干荒い傾向となった．

米粉スポンジケーキの官能評価では，柔らかさ，こし・

弾力の品種間差は明確でなかったが，なめらかさ，しつ

とりさ及び総合評価で「秋雲Jと「コシヒカリ」，「こし

のめんじまん」間に有意差が認められたまた「コシヒ

カリ」のスポンジケーキは焼成後の保存により官能評価

が明らかに低下することが示された．

スポンジケーキの物性では，市販小麦粉と「秋雲」は

物性変化が少なかったが，「コシヒカリ」は保存中の物性

変化が大きい特性を示したまた「こしのめんじまん」

は他のケーキとは大きく異なる特性を示した．
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