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米粉の科学と

新たな展開 米をペースト状にして利用する新たな試み

1 はじめに

食料自給率の低下が進む中，米の用途ならびに消費の拡

大に向けて米粉に註院が集まっており，米粉利用の現状と

課題については輿麗らによってまとめられている 1)。米粉を

利用する際の一番の問題点は米の粉砕が容易ならざること

である。本来は粒で食べる米の距乳部は非常に硬く，微細

粉末になりにくい。粉砕中に発生する熱は米粉中の澱粉の

性状にマイナスに関与するため，一挙に大量の米粉微細粉

末を製造するのは現時点では非常に難しいとされている。

この粉末化の技術が十分でないため，原料としての米が小

麦粉とほぼ間程度の価格であっても，米粉になると小麦粉

の数倍の価格になってしまっているのが現状である。米を

簡単に，安価に粉砕してパン生地材料等として使えるよう

にする技術が求められている。

このような現状を鑑み，簡便に米を微粉末状にしてパン

や麺，菓子等の原料とする全く別の手法を考えてみた。米

を水に浸潰しておくと米粒は大変脆くなっており，指先で

も潰せる軟らかさになっていることは日常的に経験すると

ころである。この状態を生かして，水に漬けておいた米粒

をすりつぶし，得られたベースト状の米をそのままパンや

麹生地作りに使ったり，菓子作りに使おうとしづ試みであ

る。米の糊化に必要な水はすで、に米に吸収された形になっ

ており，小麦粉のグルテン形成等に影響を及ぼす恐れは少

なく，パンの膨化やま義生地の伸展性を抑制jしにくくなるこ

とが期待できる。米ベーストはなめらかで流動性もあり，

他のパン生地と合わせたときの混合も容易であった。ここ

では米ベーストの性状と製ノfン性を中心に紹介する。詳細

は，この研究成果をまとめた論文2)を参照していただきたい。

また，ごはんとしての米の消費が落ち込む中，休耕回に

米粉用や家畜館料用の米を栽培して水田の有効活用を行う

と同時に，食料自給率を上げようとし寸試みが推奨されて

いる。この罰的に合わせて，栽培が容易で，収最も多い様々

な品種の米が登場してきている。米飯としてはまずいこれ

らの米も，細胞組織を壊してしまえば粒としての性質が失

われるため，食味をf底下させる心配も少ない。これらの多

収米や，アミロース含量の異なる米等の米ベーストへの加

工適正についても検討してみたので，その成果も紹介した

し、。
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2.米ベ…スト誤裂の原理と方法

本来は粒で食べる米の腔乳部は非常に硬く，微細粉末に

なりにくいが，生米を水に浸演しておくと， 30分経過した

時点、ですでに非常に軟らかくなっており(図1)3) 指でつ

まんでひねれば，簡単に砕ける状態になる。この現象を利

用し，米を米重量の 80~120% の範囲の水に 2~24 時間浸

演しておいた後，米をすりつぶしてみた。超微粒際砕機を

使用すると，瞬時に米の澱粉粒が単粒の微細な粒子となっ

て水漉液中に均一に分散した状態となり，なめらかなベー

ストに仕上がる。 80%加水の場合のベーストの状態を(図 2

(a)) に示す。下段の顕微鏡観察結果では，殆どがj践し粉単粒

状態になっていることを示している。 80%より少ない加水

では均一に細かく磨砕できず(割引b)，(c)) ，米の 40%程

度の加水になるとアミロプラストに告まれた澱粉粒の塊

(下段白い点線で囲んだ部分)が観察されており，粗い粒

子の存在は免れない。本報告では米と間最加水 000%加水)

で調製した米ベーストを使用して実験を行っている。簡易

的に米ベーストを作るには，粒度は少々粗くなってしまう

が，コーヒーミルサ一等で代用できることも確認、済みであ

る。

3.米ペーストの特徴

米の粉砕には，乾式ではローノレ式のミルやハンマーミル，

ジェットミノレ，日式ミノレ，複式ではスタンプミ/レなどがよ

く使われているが，いずれの方法においても，米の眼乳が

非常に硬いために強力な力での粉砕が必要である場合が多

い。しかし，今回考案した方法では米に水を含ませ， ~危く
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図1. 水浸演に伴う米粒の硬さの変化
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(a)米1:水0.8 (b)米1:水0.6 (c)米1:水0.4

図 2. 米に対する力日7l<震が異なる米ベーストの状態
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図3. 米ベースト，米粉，小麦粉の粒度分布

米ベースト，平均粧径=6.03問 1;米粉，平均粒径=59.3

J.lm;小麦粉，平均粒筏 =70.7μm.

した状況下での粉砕であるため，発熱の心配もなく，図 3に

示すように，粒度が 5μm程度の範間に集中した微細な粉末

を得ることができ，均一性に優れていた。一方，今回使用

した市販の米粉は 40~100μm 辺りにかけて幅広い分布を

示しており，米ベーストよりかなり粒度が粗く，強力粉の

粒度分布とほぼ震なるもので、あった。

図 4には米ベーストと米粉の顕微鏡観察結果を玉沢したが，

米ベーストの場合は，殆どの粒が 5μm程度の単粒の状態で

存在している様子が観察でき，これはまさに米澱粉の単粒

の大きさに相当する。一方，市販の米粉は単粒が凝集した

米ペースト 米粉

図4. 米ベーストおよび米粉の顕微鏡写真(倍率1，000fil')

表1. 吸水率の結系

米ベースト 米粉 小麦粉

吸水率(%)
平均伎±標準偏差 65.06土0.25" 116.35土0.61b 97.30ごと1.32C

吸水率= {(加えた水の主重量(g)一遠心分離した水の重最(g))1

粉または米の蓑盆(g)) x 100%。異なる英文学("， b， C)間に有

意差 (p< 0.05)あり (Tukey法)。

複粒状態となっており，米ベーストと米粉では，粒の大き

さの違いにとどまらず，構造的にも差異があることが示さ

れた。米粉のこのような形態は，他の観察事例でも示され

ている4-7)。

米や小麦粉などのj殿粉を主成分とする食品の場合は，糊

化のために適量の加水が必須となる。また，小麦粉で、はタ

ンパク質に吸水させてグ、ノレテンを形成させるとしづ工程が

必望書となる場合がある。米ベーストを小麦粉と代替させて
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図 5. 小麦粉，米ベースト代替添加および米粉代替添加の

各生地のファリノグラム

5∞ 
450 

4∞ 
if! 350 

終 3∞
呉 250
鍵 2∞
符 150
品 1∞

50 
0 

• La J 

• 「寸
u 

.‘ 

2 3 
発酵時間(待問)

図 6. 各ノ号ン生地の発酵による体積増加率

己，小麦粉生地.，米ベースト代替添加生地;ム米粉

代替添加生地。代替添加迭は米・米粉共に小麦粉の 30%。

使う場合，この水の配分が重要な意味をもってくる。そこ

で，米ベースト中の米，米粉，小麦粉が吸水する水分を比

較したのが表 iである。

米ベーストでは，米自体が吸収している水分の割合は米

の約 65%であり，約 116%の吸水率を示した米粉に比較す

るとかなり低い値で、あった。この吸水率の違いは小麦粉に

代替添加したパン生地の硬さを左右しており，同加水量で

調製した生地のファリノグラムの結果(殴 5)に示されるよ

う，米粉を添加した生地では高い硬粘震の値となった。こ

れは米粉自体の吸水が多く，小麦粉に十分な水が行き渡ら

なかった結果であると考えられる。一方，米ベースト添加

生地では，ベースト中の水分が小麦粉の提ね水として十分

に作用するため，グ、ノレテン形成阻害への影響も少なく，小

麦粉 100%で作製したパン生地と同じような物性であるこ

とが示された。このように，米ベースト添加生地は適度な

軟らかさを持つ生地であったため，発酵による生地の伸び

も良く，小麦粉 100%で作製したパン生地に劣らない体積

増加を示した(鴎 6)。

4.米ペースト添加パンの性状

米粉を代替添加すると，パンの内相が粗くなり，窯務ち

ゃケーピング等が起きやすくなるS)，膨化状態が悪化してパ

ンの老化が速くなる均等によりパンの成績が低下すること

が報告されている。米粉を小麦粉の 30%以上代替添加する

と米粉代替添加パンの膨化状態が著しく低下する 10)との報

応用糖質科学第 2巻 第 1号 (2012)

表 2. 小麦粉パン，米ベーストおよび米粉30%添加パンの

比容積

パンの横断面

気泡の状態

かたさ応カ
(X 103 Pa) 

凝集性

破断応力
(X 105N/m2) 

小麦粉

パン

3.61土0.57"

0.687土0.033"b

6.76土0.68" I 

米粉30%

3.30土0.59" 5.36土0.98b 

0.711土0.039" 0.678土0.045b

6.09土0.80" I 5.13土0.67b

告があることから，米ベースト代替添加パンも米重量で

30%代替添加となるよう調製し，米粉代替添加パンとの比

較を行ってみた。小麦粉の 30%を米で代替させた米ベース

ト添加パン l斤の製造は以下の材料配合となる。小麦粉

210 g，砂糖 20g，塩 5g，スキムミノレク 5g，イースト 3g， 

バター 20g，水 110g (パン l斤に必要な水の分量から米に

加えた水分量を差し引し、た残りの分量) ，米 90g，米浸漬

水 90g。小麦粉と米を合わせた重量に対する加水量は 200g

となる。米ベーストは米軍最の1.0傍の水に 24時間浸演し

た後粉砕したものを用いた。米粉代替添加パンは米粉 90g，

加水量は 200g， {t!1の材料は米ベースト代替添加パンと同ー

である。米ベースト代替，米粉代替いずれの場合も，グ、ル

テンは添加していない。

上記材料をホームベーカリーの釜に入れて混握し，パン

生地の作成・焼成を行った。焼成した食ノ号ンの態化状態を

表 2に示す。米ベースト代務添加パンは，小麦粉の 30%を

米で代替添加しでも，クツレテンを添加することなく小麦粉

100%で作製したパンの膨化状態に近いパンに焼き上げる

ことができ，米粉代替添加パンよりも膨化状態は優れてい

た。きめの細かさも米ベースト代替添加パンは小麦粉 100%

パンに近い状態であった。かたさ応力の値も，米ベースト

を代替添加したパンは小麦粉 100%パンに近い値であり，

米粉を代替添加した場合よりも軟らかく焼き上がっていた。

現時点では，グノレテン等を添加することなく小麦粉の 30%

までは米を代替添加することができ，添加方法等の検討を

加えれば， 40%， 50%代替添加の可能性も期待できる。

官能検査において，米ベースト添加パンはきめが細かく

ふわふわしていると評価され，殆どの質問項自で小麦粉

100%と間等，あるいは高い評価を得ていた。また，米ベー

スト代替添方自パンを冷蔵庫内で保存した場合の老化による硬化

は，米粉代務添加パンに比較して小さく(翻 7)，米ベースト代

替添却パンの方が老化は遅いことが示された。米ベーストを代

替添加したパンは食味，物性ともに優れていることが明ら
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図 7. パンを低温に保存した場合の俊さの変化

※は再保存期間のコントロールパンの値に対して有意差の

見られたもの (p< 0.05)。各製法ごとの異なる英文字閣に有

意まをあり (pく 0.01) (Tukey i法)。

lIIl解凍1臼後仁3解漆初日

ベーストのとろみ具合を示す粘度を測定したところ，ア

ミロース含量が低いほど粘度の高いペーストに，アミロー

ス含量が高い米では粘度が小さく，水っぽいベーストにな

り，ベーストの粘度とアミロース含量には負の相関が見ら

れた。米粉においても，アミロース含量とファリノグラフ

吸水率との聞に高い負の相関関係が認められており 11) アミ

ロース含量の多い米は吸水量が少ないということであろう。

実際，調製したベーストをろ紙をセットしたロート内に入

れ，自然に分離してくる水分量を経時的に概定したところ

(図 8)，飼料・米粉用に開発された多収米やインディカ米

はベーストからの水分の分離が早く，量も多いことが示さ

れた。食味低位の米で3作ったベーストの方が水分を放しや

すいとしづ特徴を持つことから，小麦粉の一部と代替して

使用する際には援ね水を確保しやすく，生地が担ねやすく

米ベーストから分離してくる水分最ag 8. かになった。

製パン途中に手作業での成形工程が入るコッペパンと丸

パンを作ってみたが，ベたつき感がややあるものの，特に

大きな問題は生じなかった。また，パン生地にゆで操作が

入るベーグルに芯舟し，小麦粉の 50%を米と代替してみた

が，もちもち感が強い食感に仕上がり，好まれた。少々作

りにくくなるが，ベーグノレでは 70%程度までの代替添加は

可能であった。

米の品種と米ペーストの性状

米飯用品種としてヒノヒカリ，あいちのかおり，なっし

ずか，多収米品積としてたかなり，ベこあおば，夢あおば，

高アミロース米としてタイ米，低アミロース米のミルキークイ

ーン，もち米の金太りもちの言十 9穏の品種を用いてベーストの

性状を比較した。
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なるという利点、がある。もち米は最も水を離しにくく，と

ろみの強いベーストとなっており，やや扱いにくい状態で

あった。

各種米のベーストを米相当量で小麦粉の 30%となるよ

う代替添加して焼成したパンの，比容積とテクスチャー測

定によるかたさ応力の測定結果を鴎 9に示す。比容積の値

は多収米ベーストを代替添加した場合は常に良好であり，

べこあおばが 3.4と最も高い伎で、あった。その他の品種もほ

ぼ良好な膨化状態であり，膨化という点ではど、の品種を使っ

ても問題はないと考えられた。多収米で調製したベーストを

代努添加して焼成したパン内相部のかたさ応力も，米長反用の

良食味米のベーストを使用した場合と殆ど変わらない値を示

しており，物性値においても特に問題は見られなかった。食

味上も殆ど差異はなく，多収米で誠製した米ベーストは小麦

粉代棒用素材として十分に活用していけることが確認できた。

一方で，もち米で調製したベーストを代替添加して焼成

したパンは軟らかくて弾力が少なく，モッチリ感が強すぎ

た。アミロース含量が多いタイ米では，硬く弾力が無いパ

ンに焼き上がり，焼成後の老化が著しく，官能評価におい

ても有意に好まれず，食パン用には不向きであると考えら

れた。米ペーストの調製に品種は特に潤わないが，小麦粉

に代替する場合には，価格面も含めて考えると新しく開発

された多収米の利用が大いに期待できる。

6.おわりに

水に浸潰した米は軟らかくなり，手でもつぶせるような状

態になる。実際，米粉の場合も，米を水に浸演させた後に十

分水分を浸透させるテンパリング工程を行い，その後乾燥し

てから粉砕する製法が，より粒度が細かく，澱粉損傷も少な

い米粉の製造を可能にすることが報告されている4，7，12)。この

場合は，米が吸水した水量のみでの粉砕となるため，全体

が単粒にまでばらけることなく，護粒の状態で残る部分が

多く，現時点では 20μmあたりまでの粒度にとどまってい

るときく。今回提案する米ベーストはさらにたっぷりの水

の中で擦砕する方法であり，澱粉は殆どが単粒にまで擦砕

され，これが水のゆに分散してベースト状になるのが特徴

である。長期保存に向けでは冷凍保存が可能であり，解凍

すれば冷凍前と同じ条件での使用が可能であることも確認

できている。

このように調製した米ベーストをそのまま小麦粉に代替

添加してパンを焼成すると，従来の米粉代替添加パンにみ

られた隈題点はかなり改善され，膨化状態はよくなり，き
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めは細かく，ふわふわした食J惑のパンとなった。老化しに

くいパンになったことも特徴の lつで3あり，従来の米粉を

代替添加して調製するパンよりもパンの品質は向上してい

た。米ベーストを利用すれば，米を粉にする労力は少なく

てすみ，簡単に澱粉粒を微粒化でき，焼成したパンの成績

も良好であったことから，これまでの米粉とは異なる新し

い素材として提案したい。

現在，米ベーストを作る効率的な機械の開発を進めてい

るが，麹やシュー，クリームスープやグラタン，かき揚げ

など様々な調理にも応用できる 13)ので，今後は調理・加工

素材としての米ベーストの普及を考えていきたい。一方で，

米粉代替添加パンと同様，米ベーストを代替添加したパン

生地も製造工程でのべたつきが問題となっており，この現

象の解消が求められている。需要拡大を臨るには，工場規

模での生産に適する米ベースト添加パン製造方法の検討も

必要になってきており，今後も引き続き研究を進めていく

必要があることを実感している。
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