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米粉麺の開発と今後の展望

米屋武 文*

〔キーワードJ:食料自給率，世界人口，米粉食品，

米粉麺， J麺

はじめに

わが国はすでに人口減少社会に入ったことや少

子高齢化によって，食品市場は縮小傾向にある.

2010年の l億2，800万人の人口は今後 50年間で4，

130万人 (32.3%)減少すると国立社会保障・人口

問題研究所は予測している.一方，国連食料農業機

関 (FAO) は， 2011年に 70億人に達した世界人口

は2050年には 91億人に増えるとの予測から，世界

食料生産を現在の 70%増やす必要があるとの試算

を行なっている.地球上のすべての人が肉食中心の

アメリカ人並みの食生活をすると 23億人，ヨーロツ

パ人並みで 41億人，穀物を主食とする日本人並み

で61億人しか生存できないといわれていることや，

現在でも世界で9億人もの飢餓人口があることを考

えると，妥当な指摘といえる.経済成長著しい新興

国での食肉消費の高まりも，家畜用飼料の穀物需要

増加に拍車をかけている.食肉生産には，餌として

の穀物が牛肉 1kgにつき 11kg，豚肉 1kgにつき 7kg，

鶏肉 1kgにつき 4kg必要とされている.さらには，

トウモロコシや砂糖きびなど一部の農作物がバイ

オ燃料製造に向けられようになったことも食料の

需給関係逼迫の要因となっている.

身の回りは食べ物に溢れ，飽食状態の日本である

が，食料自給率は先進国の中では最低で，過去 10

年以上ずっと 40%(カロリーベース)程度に低迷し

たままである.付加価値の高い工業製品の輸出で儲

け，安い農産物は海外から輸入すれば良いという論

理で高度経済成長を遂げてきたが，今後はこの考え

方は通用しなくなる可能性が高い.新興国との食料

をめぐる競合や，すでに水産物においては買い負け

の現象も出つつあるのが現状である.気候に恵まれ，

多様な食材を作ることのできる日本が十分な食料

を自給し，食料不足に苦しむ地域への食料供給を促

すことも世界における日本の果たすべき責務であ

ろう.かつて，フランスのシャルル・ド・ゴール元
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大統領は「食料の白給できない国は独立国ではな

しリと言って国家戦略として農業の保護育成に注力

し，食料自給率が先進国でもオーストラリア (237%，

2003年)，カナダ (145%，同)，アメリカ(128%，

同)に次いで高い (122%，同)農業国となってい

る. 日本政府は 2020年には食料自給率を 50%にま

で上げる目標を掲げているが，これは暫定目標で

あって，食料安全保障の観点からは，最終的には少

なくとも 70%程度にまで上げるべきものである.

わが国の食料自給率を上げる方策としては，白給

率の低い農作物全般を対象とした増産が図られる

べきであるが，現在のところ最も注目されているの

は，国内で唯一自給できている米である.その米は

戦後の食生活の洋風化とともに消費が減り，米余り

防止のための減反政策によって水田の4割近くが転

作固と化して米の生産の抑制を余儀なくされてい

る状況である.わが国の年間 1人当たりの米消費は

1962年の 118kgをピークとした後は年々減少し，現

在は半減した状態が続いている.米の生産量につい

ては， 1968年の 1，445万tから 2011年には 840万

tに減少している.この米消費の減少分に取って代

わったのが毎年 500万tの輸入小麦から作られるパ

ンや麺，菓子といった小麦加工食品というわけであ

る.

農水省は 2010年度に約 2万 8，000tの米粉需要を

10年後の 2020年に 50万 tにまで、高めてパン，麺，

菓子等へ活用するための政策を進めている.この政

策が首尾良く達成されれば 110万 haあるといわれ

る転作田のうちの 10万ha程度の転作緩和が可能と

なる.小麦粉加工食品への米粉の活用は，粒食とし

ての需要が一向に回復しない現状への窮余の策と

いう側面もあるが，近年の製粉技術の進歩によって

微細粉の供給が可能となってから，いろいろな美味

しい米粉食品が開発・商品化されるようになってき

ている.筆者も製粉会社や食品製造企業との連携に

より，これまでに種々の米粉食品を開発してきた.

本稿はそのうちの米粉麺についての紹介である.

0369-5247/10/干500/1論文/JCOPY
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米粉と水だけで作る麺(J麺)の開発

米麺は，ベトナムのフォーや中国の米線(ミーセ

ン)が日本ではよく知られているが，タイのカノ

ム・チーン，マレーシアのラクサ，フィリピンのパ

ンシッ 卜・マラボン，ス リラ ンカのストリング・ホツ

ノξーなど，アジアの米作地帯では多くのものが食べ

られている.これらの国々の米はパサノξサして粘り

気の少ないインディカ種(長粒米)で，製麺に向い

ていることも普及の大きな要因であろう.一方，澱

粉中のアミロース含量が少なくアミロベクチン含

量の多い日本のジャポニカ種(短粒米)の場合は，

製麺工程における加熱の際に5齢、粘り気が出て，麺

線同士が付着してしまうことや，調理するときの湯

溶けの多さのため，製麺には向かないとされてきた.

写真 lは，失敗作の一例である.

米粉を原料とした麺の製法には，生地の原料穀粉

には，米粉ノ号ンの場合と 同様であるが，①米粉に小

麦グ、/レテンを添加する，②米粉と小麦粉をミックス

する，③米粉のみ，の 3種類が考えられる.

①の製法は，市販の米粉パンに多く使われる製法

で，筆者らが国産米から米粉麺試作を始めたのはこ

の方法からである.小麦粉から作る麺のこし形成に

おけるグルテンの重要な機能から，米粉麺でもグル

テンは欠かせないとの固定的と もいえる考えから

である通常のロール式製麺機を使って小麦粉で、製

麺する場合と同様に水で、担ねて生地を作ったが，麺

のつながりが悪かった水を熱湯に切り換えること

でかなりつながりは改善されたが，それでも十分で

はなかった.調理して食べると小麦粉麺と比べて弾

力性が乏 しく， 切れやすく，商品化には至らなかっ

写真 1 澱粉の過度な糊化による失敗例

た

その後，浜松市内の別の製麺会社で，うどんや中

華麺を押出し式のパスタマシン (エクストルー

ダー)で作っていることを知り，米粉麹の試作を依

頼することにした.つなぎ用にグ、ルテン，ポテトや

タピオカのデンプンを添加してみたが，納得のいく

麺はできなかった.こんにゃく芋由来のグノレコマン

ナン粉末を添加した場合，かなり良好なものができ

たと思ったが，試食したゼミ学生にはわずかに感じ

るこんにゃく臭が不評であった.決め手を欠いた状

態が続く中で，製麺機から押出した麺線に一定条件

下で熱蒸気を吹きかけることによって麺表面と内

部の糊化度を変えることで，こしとつながりを持た

せることに成功した これは上述の製法③で，開発

当初は不可能と思っていた方法であったが，つなぎ

用の素材が不要で，結果として水と米粉だけからの

製麺が可能となった.

生麺の糊化度測定の一例とし ては，麺全体

30.6%，麺の表層部 41.0%，麺の内部 15.9%であっ

た.丁度，筆者の勤務する大学が知的所有権を持つ

ことに注力していたこともあり，特許事務所で調べ

てもらうと過去に先例がないとのことから，大学と

製麺会社の共同で特許出願し， 2011年 12月に取得

した(特許第 4706005号).そしてさらに米粉麺の

商品化と販売に製粉会社も加わって，焼き菓子や玄

米麺の製法に関する関連特許も取得した(特許第

3934667号，特許第 4388131号).この麺および麺用

米粉は J麺(ジャパニーズ・ライスヌードノレ)とい

う名称、で製粉会社から販売を始めたが，その間， J 

麺用米粉は原料米の産地の異なるものや加工特性

向上のために海藻由来の増粘多糖類を添加したも

写真 2 J麺の製造
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のなどをシリーズ化して現在に至っている.製品な

らびに J麺を提供するレストラン等の詳細は群馬製

粉(株)ホームページを参照されたい.

基本的に米粉と水のみから作る J麺はパスタマシ

ンで生地を押出す方式のため，麺帯を切り出して作

るロール式と違って，麺の出口のダイスを交換する

ことで写真3に示すような種々の形のものを作るこ

とも可能である.なお， J麺の共同開発者で販売も

行なっている群馬製粉株式会社は，フード・アク

ショ ン・ ニッポン アワード 2010プロダクト部門

および日本食糧新聞社主催の「平成 24年度目食優

秀食品機械資材・素材賞j をJ麺で受賞した.

小麦粉とのミックスで作る米粉麺

国産米由来の米粉と水のみから作る J麺は画期的

な米粉食品といえる.米粉麺特有の純白で透明感の

ある外観と喉越しの良い食感を評価して， J麺を使

用する飲食!苫もまだ数は多いとはいえないまでも，

出て来ている.小麦由来の成分を全く含まないため，

小麦アレルギーで、小麦食品を食べることが出来な

Jノ ゴ 入 ' ハへ _'"JJ

笹 子L
悶
，___ 

......力U二--人り口 ..，えり

写真 3 種々の形状の J麺

マ-ンづ.... 

い人にとってはアレルゲン除去食としての意義も

有している しかしながら，米粉食品が話題となっ

ている割には， J麺だけでなく，その他の米粉麺全

体を含めて順調に普及が進展しているとは言えな

いのが現状である.その要因は麺・パン・菓子類の

原料としての小麦粉の認知度と小麦粉製品完成度

の高さにある.小麦粉の牙城に米粉がおいそれと

入っていけるわけではないのが現状である.

そこで筆者らは米粉 100%の米粉食品の普及活動

は展開 しつつも， 少し柔軟な考えに転換し，米粉と

小麦粉をミックスして両者の利点を併せ持った製

品の開発も目指すことにした.

共同開発者である製麺会社と製パン会社の通常

業務の合聞を縫って試作を重ねていた矢先， 2012 

年晩秋に静岡県立磐田農業高校から，麺用米とパン

用米を栽培収穫して製粉した米粉があり，これを

使って麹および、パンを作って 2013年度にも商品化

したいとの申し出があった.これが追い風となり，

上述製法②の米粉と 小麦粉をミックス しての麺と

パンの試作が一気に加速することとなった.麺もパ

ンも同じように米粉と小麦粉の配合割合を変えて

地元業者が試作を担当した.パンについては別の機

会に譲る として， 麺は小麦粉と のミックス中の重量

比で 10%，20%， 30%， 50%量を配合したもので生

地を調製し，米粉 100%の J麺と同様の押出し式の

パスタマシンで製麺した.但し，この場合はつなぎ、

機能としてのグ、ルテンを含むノト麦粉を使うことと

製造工程の簡略化のため，パスタマシンから押出し

た麺を熱蒸気にかける工程は省略して行なった.

2013年 1月下旬に磐田農業高校の授業の中で関係

写真 4 農業高校生徒による米麹試食会
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者も加わって試食会を行なったが，いずれの麺もお

おむね好評であった.但し，米粉含量比の異なる

個々の麺を茄でた際の食感を精査すると，米粉 20%

までは小麦麺のつながりの良さに米粉麺のもつ滑

らか感が加わって良好な食味であったが，米粉が

30%以上のものでは，麺のつながりが弱くなり，切

れ易いことが分かつた.

今後は，この米粉と小麦粉の ミックス粉から作っ

た麺の商品展開を進めていくことを計画中である.

米粉麺を含めた米粉食品普及への取り組み

食料自給率向上と国産米の消費拡大を図るには

米粉食品普及のための米粉活用法が広く知れ渡る

必要があるとの考えから，筆者の住む静岡県では

「米粉 FOODコンテスト」を 2008年から 2010年の

3年間行なった.静岡県と JA静岡中央会等の主催

で行なったもので，初年度は 16都道府県から麺類

やパン，ケーキ，菓子など 224点，第 2回目の 2009

年は 9都道府県から 241点，第 3回目の 2010年は 8

県から 117作品の応募があった.筆者を含めて 10

名の審査員で審査し，各年度の入賞作品すべて(一

般部門 39点のレシピとプロ部門 36点の商品および

居舗地図)を掲載した作品集を出版した(写真 5).

この一連のイベントは米粉の数多い利用法につい

て広く社会にI青報発信する良い機会になったと考

えている.また， J麺については，東京を中心とし

た各地の食品展示会等に出展している.

米粉麺の今後の課題と展望

世界的食料不安への対応，わが国の食料自給率向

写真 5 米粉 FOODコンテス ト入賞作品集

上，水田の有効活用などの理由から主食用米以外の

いわゆる新規需要米への関心が高まっている.従来

から米粉は因子やせんぺいなど和菓子原料として

使われてきた.これらの米は「加工用米j として産

地から供給されてきた.一方，政府は水田フル活用

の観点から麺やパン，スナック菓子等の製造に使う

小麦やトウモロコシの代わりに転作扱いの「新規需

要米」から作った米粉を使うことへの重点的助成を

2008年度から始めた.2009年度に 10a当たり最大 8

万円の助成措置を導入， 2010年度には同 8万円の助

成を明確化した戸別所得補償制度が始まった.手厚

い支援が奏効し， 2008年度の米粉用米(新規需要米)

の生産量および作付面積は 563t，108haにすぎな

かったものが，年々増加し， 2011年度には 4万 31lt，

7，324haとなった 政府は「食料・農業・農村基本

計画Jで 2020年に食料自給率を現在の 40%から

50%程度に引き上げる手段のーっとして，既述した

ように， 50万 tの目標を設定している.

写真 6 デザート・スイーツ&ドリンク展

写真 7 デザート ・スイーツ&ドリンク展における J

麺の調理と来場者による試食風景
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こうして，順調に進行するかに見えたスキームで

あるが， 2012年度は一転して米粉用米の生産量およ

び作付面積が 3万 4，521t， 6，437haに減少し，減少

幅はそれぞれ 14%と12%となった. 2013年度も減

りそうで，このままジリ貧が続くようだと政府の目

標達成は困難であろう.この要因は成熟した小麦粉

市場に打って出るだ、けのパワーと需要の不足，小麦

粉より弱い価格競争力が先ず挙げられる.米粉食品

の開発・普及に取り組んで、いる筆者自身も勿論力量

不足を実感しているが，世界の逼迫した食料事情や

輸入食料に過度に依存している日本の現状を改善

するための一方策としての米の生産消費拡大の意

義を国民一人一人が認識し，官民一体となって強力

に推進することが必要である.東日本大震災時の原

発被害を受けて，わが国の深刻なエネルギー問題に

関しては国をあげて議論が沸騰しているが，単なる

市況商品ではなく，戦略物資としての意義が高まり

つつある食料にももっと目が向けられるべきであ

る.

米麺を含めた米粉食品の今後としては，単に小麦

粉の代用としてだけでなく，あらゆる料理と相性の

良い米の特性を活かした製品の開発や家庭内調理

への浸透も図られるべきであろう.筆者は究極の米

粉食品は，小麦粉の特性に頼らない 100%米粉使用

のものとの位置付けで開発を進めてきた経緯があ

るが，いきなり米粉 100%にこだわるのではなく，

小麦粉と米粉のミックスしたものから段階的に米

粉の比率を高めていくといった戦略も一過性に終

わらない真の普及には必要で、あると考えている.

米を主食とし，魚介類と野菜を副食とし，大豆や

穀類(米，麦)で、作った醸造品を調味料とした-i'十

三菜を基本とする和食が日本料理を代表する食文

化として，政府は 2013年 11月の国連教育科学文化

財団(ユネスコ)の無形文化遺産登録に向けて 2012

年 3月に申請を行なった.この和食に代表される日

本料理は世界中でブームを巻き起こしている.日本

発の米粉食品もこの流れに乗って世界に飛躍し，転

作田もフル活用される日が来ることを筆者は願っ

ている.
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