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県産米「おいでまいJ米粉の新用途開発
一天ぷら粉としての利用ー

藤川護，香川典子，上枝加代子

県産米「おいでましリ 米粉の新たな用途として天ぷら粉への利用を検討した.その結果，米粉に

強力粉及びベーキングパウダーを添加することで良好な外観と食感を有する衣の調製が可能となり，

その含水吸油率は市販天ぷら粉と比較して約20%低い値で、あった.

1 緒言

本県では新品種米 「おいでましリ の栽培に取り組

んでおり ，今年度より本格栽培が行われている.こ

の 「おいでましリ は夏期の高温障害に強いことに加

え食味が非常に優れており， 日本穀物検定協会が開

催した 2013年度産米の食味ランキングにおいて最

高評価の特Aを獲得している.

このように食味に優れる 「おいでましリ ではある

が，全国的に米の消費量が減少する中，米飯として

の消費のみならず，米粉と しての消費による消費量

拡大が検討されており ， rおいでまい米粉」を用い

たパン用ミックス粉やケーキ用ミックス粉が開発さ

れている.

中村ら 1)は米粉の用途と して天ぷら粉への利用を

検討しており ，天ぷら粉と して米粉を用いた場合に

は薄力粉と比較 して含水吸油率が約35見低いことを

報告している.近年では食生活の西洋化に伴う肥満

が問題となっており，摂取する油量の低減化が可能

な天ぷら粉の原料として米粉は非常に期待されてい

る.

本研究では 「おいでまい米粉j を用いた天ぷら粉

の開発を目的と し， r含水吸油率j及び 「外観j を指

標と して原料配合率の決定及び市販製品との比較を行

った.

2 実験方法

2. 1 試料

試料には香川県食糧事業協同組合において高速度

衝撃式粉砕機により粉砕した 「おいでまい米粉J， 

従来品種の 「ヒ ノヒカリ米粉J，市販の 「もち米粉J

及び 「薄力粉(日清フラワー) Jを用いた.その他

表1に示す配合率(重量%)で調製した試料及び市販

の天ぷら粉 (A社製， B社製)を用いた.

2. 2 含水吸油率

それぞれの試料について，中村ら 1)の方法に従い

含水吸油率を測定した.まず，水分含量を常圧乾燥

法 (105
0

C，2時間)により測定した.次に，吸水力

を以下の手順で測定した.各種試料 O.lgを試験管に

採取し， 蒸留水511吐を加え混合後3分間室温に静置し

た.遠心分離 (5，000中m ， 5min)後，上澄みを取

り除き，重量の増加分を測定した.この値から乾物

試料Igあたりの吸水力を求めた.そして，粘度を揃

えるため加水量を吸水力で、割った値が一定 (13.3)

になるようにlOg (乾物重量)の各種試料に加水し，

バッターを調製した(図1).このバッター2gを精秤

し， 180
0Cに調温した1.0kgのキャノ ーラ油の中で4分

間油揚げを行った.油揚げ後，網上で3分間，キムタ

オル上で'15分間油切り後に重量を測定した.含水吸

油率は以下の式で求め，乾物19当たりに吸着される

油脂の量を百分率で示した (n=3)

含水吸油率(%)=(w乾燥後-w乾物)~w 乾物 x 100 

油揚げしたバッターの重量を W油揚げとし，その乾

物重量を W乾物とする.

w乾物=w池掲げx(100-M) ~100 
ここでMはバッターの水分含量で、ある.

表1 天ぷら用米粉試料の配合率

サンプル名 米粉 小麦粉 その他

米粉
50百

50目
+薄力粉 (目;青フラワー)

米粉
50弘

50略
+強力粉 (日清カメリア)

米粉
90弘 グルテン 10唱

+グルテン

米粉
95唱

ベーキング

+5唱BP パウダ一 日

米粉+薄力粉
48. 5首

48. 5首 ベーキング

+3知P (目清フラワー) パウダ一 刻

米粉+強力粉
48. 5首

48. 5目 ベーキング

+3%BP (目清カメリア) パウダー 3弘

米粉+強力粉
49弘

49% ベーキング

+2目BP (強力粉) パウダ一 部

図1 調製後のバッター
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3 結果及び考察

米粉及び小麦粉の含水吸油率を図21こ示す rお
いでまい米粉J， rヒノヒカリ米粉J， rもち米粉J

及び「薄力粉Jの含水吸油率はそれぞれ52.1%，56. 

1%， 88.2%及び75.8%で「おいでまい米粉」は全ての

サンプノレ中で、最も含水吸油率が低かった.ただし，

米粉のみの場合，衣の膨張が不十分で食感にも問題

があった(図3).そこで，外観及び食感の改善を目

的とし「おいでまい米粉j と小麦粉(薄力粉もしく

は強力粉) ，ベーキングパウダー及びグノレテンを添

加し，これらの混合物について含水吸油率を測定し

た(図4). 外観は米粉と小麦粉の混合のみで、は改善

されず，ベーキングパウダーを添加することで、ふっ

くらとした良好な外観が得られた.含水吸油率は米

粉に薄力粉を添加した場合以外で増加した.また，

衣の膨張が大きいほど含水吸油率も増加した.特に，

米粉に小麦粉とベーキングパウダーを添加した場合

には，より顕著に含水吸油率が増加した.

おいでまい

米穆
+湾力紛

推理量
+3皇カ給

米車昔
+ゲルデン

米粉
+OiSBP 

米主量+強力務
+3JBP 

米濁+強力紛
+aBP 

おいでまい

日清フラワー
(薄力松)

02040ωω 1∞ 120 

含氷吸池率(1)

図2 米粉及び小麦粉の含水吸油率

図3 おいでまい米粉の衣

。 50 1∞ 
含水吸治率~)

図4 米粉混合物の含水吸油率
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以上の結果より，天ぷら用米粉の配合率を表2の
とおり決定し，その外観及び、含水吸油率を市販天ぷ

ら粉と比較した rおいでまい米粉j に強力粉及び

ベーキングパウダーを添加することで外観に改善が

見られ、市販の天ぷら粉と比較しでも遜色のないも

のであった(図5).また， rおいでまい米粉Jを

用いた天ぷら粉(以下「おいでまい天ぷら粉J)の

含水吸油率は91.8%で、あったのに対して， A社の天ぷ

ら粉は125.3%，B社の天ぷら粉は115.7%であり， rお
いでまい天ぷら粉j の含水吸油率は市販天ぷら粉と

比較しておよそ24%低い値であった(図6). 

おいで王い
天.J;ら揖

Al土
実ぶら輯

Bt土
実4おら揖

表2 天ぷら用米粉の配合率

原料 配合率(略)

おいでまい米粉 49 

強力粉 49 

ベーキングバウダー 2 

おいでまい天ぷら紛

A社天ぷら粉

B社天ぷら粉

図5 各種天ぷら粉の衣

。 50 1∞ 150 

吉本吸油率包}

図6 各種天ぷら粉の含水吸油率

中村ら 1)は薄力粉と比較して米粉の含水吸油率が

最大で35%低いことを報告しており，今回の試験に
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おいても「おいで、まい米粉」の含水吸油率は薄力粉

と比較して約20%低い値であった.しかし，米粉の

みでは外観及び食感に問題が生じた.一般的に天ぷ

ら粉はグノレテン含量が少ないほうがサクッとした食

感となり好まれるが2)，本試験においては米粉のみ

の場合や米粉に薄力粉のみを添加した場合で、はグル

テン含量が著しく減少し，その結果，バッターの粘

度が低下し，膨張が小さく食感の好ましくない衣に

なったと考えられる.また，外観及び食感を改善す

るためにベーキング?パウダーを添加した場合は，油

揚げ時に衣の膨張が起こり，外観及び食感が改善さ

れたが含水吸油率が増加した.これはグルテンの増

加によるバッターの粘度の増加と，ベーキングパウ

ダーの添加による効果で油揚げ時に衣が大きく膨張

し衣の表面積が大きくなったためと考えられる.

「おいでまい天ぷら粉j と市販天ぷら粉の比較に

おいて， iおいでまい天ぷら粉Jの含水吸油率が低

い値で、あったのも同様の現象が起きたためと考えら

れる.表3に各種天ぷら粉の栄養成分を示す.各種

天ぷら粉の含水吸油率はタンパク質含量と相関傾向

を示している.薄力粉を主体とする市販の天ぷら粉

と比較して米粉と強力粉を主体とする「おいでまい

天ぷら粉Jはグノレテンの増加による衣の膨張が抑え

られたため，含水吸油率が市販天ぷら粉よりも低い

値になったと考えられる.

表3 各種天ぷら粉の栄養成分
おいでまい A社 B社

天ぷら粉 天ぷら粉 天ぷら粉

たんぱく質 5.6g 8.5g 7.6g 

脂質 1.2g 1. 3g 1.6g 

炭水化物 81.1g 77. 3g 75. 7g 

ナトリウム 180mg 164mg 160mg 

本試験により「おいでまい天ぷら粉Jを用いるこ

とで市販の天ぷら粉を用いた場合より含水吸油率が

約20%抑えられることが明らかとなった.実際の天

ぷら調理では，例えば，ゴボウとニンジンそれぞ、れ

5gずつをかき揚げにした場合， 7.4gの油を吸油する

ことが報告されている 3) iおいで、まい天ぷら粉J

の利用により吸油率が20%抑えられた場合，このか

き揚げで、は約1.5gの油の摂取が抑えられ，摂取カロ

リーが13.5kcal低減することが期待される.

このように， iおいでまい米粉j の新たな用途と

して，健康に配慮、した天ぷら粉としての活用は大い

に期待できるもので、あった.

4 結言

「おいでまい米粉Jの含水吸油率は小麦粉と比較

して約20%低かった.また，外観を改善するために

米粉と小麦粉及びベーキングパウダーやグルテンの

配合割合を調整した天ぷら粉は米粉のみの場合と比

較すると含水吸油率の増加が起こるものの，市販の

天ぷら粉と比較して含水吸油率は約20%低かった.

以上の結果より，油の摂取量を低減可能な「健康に

配慮、した天ぷら粉」として「おいでまい米粉Jの新

たな用途が開発された.
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