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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】化学調味料や麹菌を使用して発酵させることな
く、穀物と塩の自然由来食材を使用して熟成させる穀物
由来熟成品の製造方法の提供。
【解決手段】洗浄した穀物１１ａを所定時間水１３に浸
漬させる浸漬工程２０と、水切り工程３０と、必要に応
じて炊き上げ工程４０若しくは蒸し上げ工程若しくは焙
煎工程と、必要に応じて粗熱除去工程５０と、磨り潰し
工程６０と、練混工程７０と、熟成工程８０とから成り
、洗浄した穀物１１ａを所定時間水１３に浸漬させ、水
切りした後に必要に応じて炊き上げ若しくは蒸し上げ若
しくは煎り上げ且つ粗熱を取り除いた後に、磨り潰して
塩１２を混合して練り混ぜ、容器１４詰めして常温下で
所定期間寝かせて熟成させる手段を採用する米由来熟成
品の製造方法１０。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄した穀物を所定時間水に浸漬させる浸漬工程と、
　浸漬させた穀物を水切りする水切り工程と、
　水切りした穀物を常法により炊き上げる炊き上げ工程と、
　炊き上げた穀物の粗熱を取り除く粗熱除去工程と、
　粗熱を取り除いた穀物を磨り潰す磨り潰し工程と、
　磨り潰した穀物に塩を混合し練り混ぜる練混工程と、
　塩を練り混ぜた穀物を容器詰めして常温下で所定期間寝かせる熟成工程と、
によって製造されることを特徴とする穀物由来熟成品の製造方法。
【請求項２】
　洗浄した穀物を所定時間水に浸漬させる浸漬工程と、
　浸漬させた穀物を水切りする水切り工程と、
　水切りした穀物を所要時間蒸し上げる蒸成工程と、
　蒸し上げた穀物の粗熱を取り除く粗熱除去工程と、
　粗熱を取り除いた穀物を磨り潰す磨り潰し工程と、
　磨り潰した穀物に塩を混合し練り混ぜる練混工程と、
　塩を練り混ぜた穀物を容器詰めして常温下で所定期間寝かせる熟成工程と、
によって製造されることを特徴とする穀物由来熟成品の製造方法。
【請求項３】
　洗浄した穀物を所定時間水に浸漬させる浸漬工程と、
　浸漬させた穀物を水切りする水切り工程と、
　水切りした穀物を所要時間焙煎する焙煎工程と、
　焙煎した穀物の粗熱を取り除く粗熱除去工程と、
　粗熱を取り除いた穀物を磨り潰す磨り潰し工程と、
　磨り潰した穀物に塩を混合し練り混ぜる練混工程と、
　塩を練り混ぜた穀物を容器詰めして常温下で所定期間寝かせる熟成工程と、
によって製造されることを特徴とする穀物由来熟成品の製造方法。
【請求項４】
　洗浄した穀物を所定時間水に浸漬させる浸漬工程と、
　浸漬させた穀物を水切りする水切り工程と、
　水切りした穀物を磨り潰す磨り潰し工程と、
　磨り潰した穀物に塩を混合し練り混ぜる練混工程と、
　塩を練り混ぜた穀物を容器詰めして常温下で所定期間寝かせる熟成工程と、
によって製造されることを特徴とする穀物由来熟成品の製造方法。
【請求項５】
　前記浸漬工程において、浸漬する時間が１～２０時間の範囲内であることを特徴とする
請求項１乃至請求項４のいずれか記載の穀物由来熟成品の製造方法。
【請求項６】
　前記磨り潰し工程において、穀物粒が６～９割程度潰れる状態に磨り潰すことを特徴と
する請求項１乃至請求項５のいずれか記載の穀物由来熟成品の製造方法。
【請求項７】
　前記練混工程において、磨り潰した穀物に対し重量比０．５～１．５の割合で塩が混合
されて成ることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか記載の穀物由来熟成品の製
造方法。
【請求項８】
　前記熟成工程において、寝かせる期間が１０～１４ヶ月の範囲内であることを特徴とす
る請求項１乃至請求項６のいずれか記載の穀物由来熟成品の製造方法。
【請求項９】
　前記穀物由来熟成品の製造方法に使用される穀物が、米、大麦、小麦、裸麦、トウモロ
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コシの中から選択される何れか一種若しくは複数種を混合したものであることを特徴とす
る請求項１乃至請求項７のいずれか記載の穀物由来熟成品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、穀物由来熟成品の製造方法に関し、詳しくは、化学調味料や麹菌を使用して
発酵させることなく、米等の穀物と塩の自然由来食材を使用して熟成させる穀物由来熟成
品の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、食材を醗酵させることで当該食物を美味しく食することができると共に長期
保存に資することは知られており、かかる醗酵を手軽に行うことを可能にすべく、穀物や
野菜、肉、魚などの食材に作用して甘味や旨味を生じさせる調味料又は漬物床として、塩
麹を使用して調理する発酵液体調味料が注目を集めている。
【０００３】
　該塩麹は、米麹に塩および水を混ぜて発酵させ、さらに熟成させた調味料であって、う
ま味と甘味と塩味とがバランス良く混ざった複雑な味わいを有した万能調味料とも言われ
、注目を浴びている。そのような塩麹の中には酵素が含まれており、該酵素の働きによっ
て野菜や肉、魚などの食材を漬け込むと、食材が持つ本来の旨味を引き出すことができる
ため、複雑な好ましい風味を醸し出す原料として、清酒や焼酎、みりんなどの酒類、そし
て味噌や醤油などの醸造調味料の製造においても、日本古来の製造方法として古くから用
いられている。
【０００４】
　上記のような液体調味料の製造や醗酵に関する従来技術として、例えば、天然物の塩漬
け発酵方法及びその発酵抽出物に関し、より詳細には、生薬及び穀類などの天然物に一定
量の塩を添加し、自然発酵させた後、これを溶媒で抽出することによって、人体に有害な
腐敗菌、大膓菌及び嫌気性細菌など雑菌の繁殖を防止し、また悪臭などを除去し、既存の
発酵方法より副作用が少なくて且つ安全な「天然物の塩漬け発酵方法及びその発酵抽出物
」（特許文献１参照）が提案され、公知技術となっている。また、原料に米および/もし
くは米由来原料のみを使用することにより、小麦アレルギーや大豆アレルギーの患者が心
配なく摂取可能で、かつ十分な風味、香り、色を有する「醤油様調味料及びその製造方法
」（特許文献２参照）が提案され、公知技術となっている。さらに、液状で利用しやすく
、種々の用途に利用可能な「発酵米ぬか液の製造方法、その発酵米ぬか液を利用した解凍
軟化畜肉の製造方法、変色防止味噌の製造方法および変敗防止漬物の製造方法」（特許文
献３参照）が提案され、公知技術となっている。またさらに、玄米を蒸した素材に麹を加
えることにより、栄養価が高く、美味な野菜、各種の魚などの漬物床の漬物作成用材の製
法と漬物作成用材、およびその漬物を得ることができる「蒸した玄米と麹の混合よりなる
漬物作成用材の製法および漬物作成用材とその漬物」（特許文献４参照）が提案され、公
知技術となっている。さらにまた、食材に作用して甘味や旨みを生じさせる塩麹について
、その利点を維持しながら、調理や保存における取り扱いを容易化し、塩分の過剰摂取を
防止することができる「調味料の製造方法及び調味料」（特許文献５参照）が提案され、
公知技術となっている。そしてまた、塩こうじの機能を維持し、うま味と甘味と塩味との
バランスの良い、麹臭が少ない、かつ、利便性の高い、「液体調味料」（特許文献６参照
）が提案され、公知技術となっている。そしてさらに、米糠スラリーに醤油麹を添加し、
発酵熟成した後、これを濾過する「漬物用発酵調味液の製造方法」（特許文献７参照）が
提案され、公知技術となっている。
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術における液体調味料の製造や醗酵に関するいずれの提案も
、麹菌などを使用した製造方法ならびに発酵食品の提案であることから、製造段階ならび
に食する段階で独特の発酵臭が漂うため、子供や若い人には敬遠されがちであると共に、
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製造段階においては麹菌を呼吸させる必要性があることから、定期的に撹拌する作業が必
要であって煩雑な管理手間が強いられるものであった。
【０００６】
　本出願人は、発酵食品における臭味や製造段階における管理手間の煩雑さに着目し、自
然食品のみを使用して穀物や野菜、肉、魚などの食材に作用して食材が本来持っている甘
味や旨味を引き出すことが可能な調味料を製造できないものかという着想下、化学調味料
や麹菌を使用して発酵させることなく、米等の穀物と塩の自然由来食材を使用して熟成さ
せる穀物由来熟成品の製造方法を開発し、本発明にかかる「穀物由来熟成品の製造方法」
の提案に至るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０１１－５１２８１４号公報
【特許文献２】特開２０１３－５９２９８号公報
【特許文献３】特開２００４－１４７５５１号公報
【特許文献４】特開２００１－１４９００３号公報
【特許文献５】特開２０１３－１０６５９８号公報
【特許文献６】特開２０１４－５０３５２号公報
【特許文献７】特開平７－７５４９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、化学調味料や麹菌を使用して発酵させることなく、穀物と塩の自然由来食材
を使用して熟成させる穀物由来熟成品の製造方法を提供することを課題とするものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、洗浄した穀物
を所定時間水に浸漬させる浸漬工程と、浸漬させた穀物を水切りする水切り工程と、水切
りした穀物を常法により炊き上げる炊き上げ工程と、炊き上げた穀物の粗熱を取り除く粗
熱除去工程と、粗熱を取り除いた穀物を磨り潰す磨り潰し工程と、磨り潰した穀物に塩を
混合し練り混ぜる練混工程と、塩を練り混ぜた穀物を容器詰めして常温下で所定期間寝か
せる熟成工程と、によって製造される手段を採る
【００１０】
　また、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、洗浄した穀物を所定時間水に浸漬
させる浸漬工程と、浸漬させた穀物を水切りする水切り工程と、水切りした穀物を所要時
間蒸し上げる蒸成工程と、蒸し上げた穀物の粗熱を取り除く粗熱除去工程と、粗熱を取り
除いた穀物を磨り潰す磨り潰し工程と、磨り潰した穀物に塩を混合し練り混ぜる練混工程
と、塩を練り混ぜた穀物を容器詰めして常温下で所定期間寝かせる熟成工程と、によって
製造される手段を採る。
【００１１】
　さらに、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、洗浄した穀物を所定時間水に浸
漬させる浸漬工程と、浸漬させた穀物を水切りする水切り工程と、水切りした穀物を所要
時間焙煎する焙煎工程と、焙煎した穀物の粗熱を取り除く粗熱除去工程と、粗熱を取り除
いた穀物を磨り潰す磨り潰し工程と、磨り潰した穀物に塩を混合し練り混ぜる練混工程と
、塩を練り混ぜた穀物を容器詰めして常温下で所定期間寝かせる熟成工程と、によって製
造される手段を採る。
【００１２】
　またさらに、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、洗浄した穀物を所定時間水
に浸漬させる浸漬工程と、浸漬させた穀物を水切りする水切り工程と、
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　水切りした穀物を磨り潰す磨り潰し工程と、磨り潰した穀物に塩を混合し練り混ぜる練
混工程と、塩を練り混ぜた穀物を容器詰めして常温下で所定期間寝かせる熟成工程と、に
よって製造される手段を採る。
【００１３】
　さらにまた、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、前記浸漬工程において、浸
漬する時間が１～２０時間の範囲内である手段を採る。
【００１４】
　そしてまた、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、前記磨り潰し工程において
、穀物粒が６～９割程度潰れる状態に練り混ぜる手段を採る。
【００１５】
　そしてさらに、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、前記練混工程において、
磨り潰した穀物に対し重量比０．５～１．５の割合で塩が混合されて成る手段を採る。
【００１６】
　またさらに、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、前記熟成工程において、寝
かせる期間が１０～１４ヶ月の範囲内である手段を採る。
【００１７】
　さらにまた、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法は、使用される穀物として、米
、大麦、小麦、裸麦、トウモロコシの中から選択される何れか一種若しくは複数種を混合
したものである手段を採る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法によれば、麹菌などによる発酵手段を使用す
ることなく、単に熟成させることによって製造する方法を採用していることによって、製
造段階ならびに完成品における発酵臭味を抑制することができると共に、麹菌を呼吸させ
るべく定期的に撹拌するといった煩雑な管理手間が不要であって、コストダウンにも資す
る、といった優れた効果を奏する。
【００１９】
　また、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法によれば、化学調味料などを使用する
ことなく自然素材をのみを使用して製造されることで、完成した穀物由来熟成品の安全性
を確保することができ、しかも、野菜や肉、魚などの食材を漬け込む調味料として使用し
た際に、うま味と甘味と塩味とがバランス良く混ざった複雑な味わいを醸し出すことが可
能になる、といった優れた効果を奏する。
【００２０】
　さらに、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法によれば、製造段階で化学調味料を
使用していないことから、穀物由来熟成品を調味料として食品に使用しても、化学調味料
が食品中の水分と反応することによって起こる濁りや雑味の発生がないため、濁りにより
日持ちせずに保存が利かないといったことがなく、雑味の取れた美味しい食品提供に資す
る、といった優れた効果を奏する。
【００２１】
　またさらに、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法によれば、発酵手段を用いるこ
となく熟成手段を用いていることによって、完成した穀物由来熟成品による麹アレルギー
や麹菌が起因とされる大豆アレルギー症状を抑制することができる、といった優れた効果
を奏する。
【００２２】
　さらにまた、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法によれば、完成した穀物由来熟
成品を漬物製造用の調味料として使用した際、素材の表面に軽くすり込んで袋詰めすると
によって、次の日でも食することができる即効性と製造から２０日程度経っても食するこ
とが可能な長期保存性を併せ持つ、といった優れた効果を奏する。
【００２３】
　そしてまた、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法によれば、完成した穀物由来熟
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成品をお湯や出し汁に好みの分量を添加することで、旨味と塩味が加わった穀物由来の独
特の熟成風味が効いたお吸い物が提供できる、といった優れた効果を奏する。
【００２４】
　そしてさらに、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法によれば、完成した穀物由来
熟成品を肉や魚に適量塗布して使用することで、肉や魚本来の旨味が引き出されると共に
、穀物由来の独特の熟成風味が効いた味噌漬け風あるいは西京漬け風の料理の提供が可能
となる、といった優れた効果を奏する。
【００２５】
　さらにまた、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法によれば、完成した穀物由来熟
成品を化粧品の製造工程で使用することにより、塩分による保湿効果や穀物由来の独特の
効果が伴った化粧品を提供することができる、といった優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法の第一の実施形態を示す説明図である
。（実施例１）
【図２】本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法の第二の実施形態を示す説明図である
。（実施例２）
【図３】本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法の第三の実施形態を示す説明図である
。（実施例３）
【図４】本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法の第四の実施形態を示す説明図である
。（実施例４）
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、洗浄した穀物１１ａを所定時間水１
３に浸漬させ、水切りした後に必要に応じて炊き上げ若しくは蒸し上げ若しくは焙煎し、
必要に応じて粗熱を取り除いた後に磨り潰して塩１２を混合して練り混ぜ、容器詰めして
常温下で所定期間寝かせて熟成させる手段を採ったことを最大の特徴とする。
　以下、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０の実施形態を、図面に基づき詳細
に説明する。
【００２８】
　尚、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、以下に述べる実施例に限定され
るものではなく、本発明の技術的思想の範囲内、すなわち同一の作用効果を発揮できる手
法の範囲内で、適宜変更することができる。
【実施例１】
【００２９】
　図１は、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０の第一の実施形態を示す説明図
であり、（ａ）は製造工程を構成するフローチャート、（ｂ）は製造工程の概略図である
。
　本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、浸漬工程２０と、水切り工程３
０と、炊き上げ工程４０と、粗熱除去工程５０と、磨り潰し工程６０と、練混工程７０と
、熟成工程８０と、で構成される。
【００３０】
　本発明において、原料として使用される穀物１１ａについては、一般的な穀物の定義と
される「植物であって澱粉質を主体とする種子を食用とするもの」であれば、特に限定す
るものではないが、例えば米や大麦、小麦、裸麦、トウモロコシの中から選択される何れ
か一種を使用することが考えられ、あるいは、これらのうち複数種を混合したものを原料
とすることも可能である。
【００３１】
　浸漬工程２０は、洗浄した穀物１１ａを所定時間水１３に浸漬させる工程である。この
浸漬工程２０により、穀物１１ａに水分を充分に含侵させる。穀物１１ａが水分を充分に
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含侵するための時間は、穀物１１ａの種類や季節・環境によって異なるものであるが、例
えば穀物１１ａとして米を使用した場合、温度の高い夏場は１乃至５時間程度、温度の低
い冬場は１６乃至２０時間程度の時間を使って水１３に浸漬させることで、米に充分な水
分が含侵されることとなる。
【００３２】
　水切り工程３０は、上記浸漬工程２０で水に浸漬させた穀物１１ａを水切りする工程で
ある。具体的には、ざる等を利用して穀物１１ａと水１３を分離し、余分な水１３を排除
すると共に、穀物１１ａの表面に付着している水１３も可能な限り取り除く。
【００３３】
　炊き上げ工程４０は、上記水切り工程３０で水切りした穀物１１ａを常法により炊き上
げる工程である。具体的には、ガス釜や電気釜などの加熱調理容器内に水切りした穀物１
１ａと適量の水１３を投入して加熱して炊き上げるもので、一般的な炊飯器などを利用す
れば足りる。尚、炊き上げに際し、穀物１１ａが通常より若干硬めに炊き上がるよう、投
入する水１３の量を若干少なめにして炊き上げることが好ましい。
【００３４】
　粗熱除去工程５０は、上記炊き上げ工程４０で炊き上げた穀物１１ａの粗熱を取り除く
工程である。粗熱を取り除くための具体的手法は、例えば常温下で所要時間（略１時間位
）放置する自然冷却のほか、送風や冷蔵により強制的・人工的に冷却する手法も考え得る
。本工程により、穀物１１ａの表面温度を下げることで、次工程での作業効率に資するこ
ととなる。
【００３５】
　磨り潰し工程６０は、上記粗熱除去工程５０で粗熱を取り除いた穀物１１ａを磨り潰す
工程である。具体的には、手作業で丹念に磨り潰す。このとき、穀物１１ａから炊き上げ
時の粗熱が取り除かれているため、熱い中での手作業を無理強いされることなく磨り潰す
ことが可能である。尚、かかる磨り潰し作業は、手作業のほか、機械的に行う手法も採用
可能である。この穀物１１ａの磨り潰し作業において、穀物１１ａに本来備わる風味や成
分を有効に機能させるべく、穀物粒を完全に潰すまで磨り潰すのではなく、穀物粒が６～
９割程度潰れる状態、好ましくは７～８割程度潰れる状態に磨り潰すことが望ましい。
【００３６】
　練混工程７０は、上記磨り潰し工程６０で磨り潰された穀物１１ａに塩１２を混合し練
り混ぜる工程である。具体的には、磨り潰した穀物１１ａに適量の塩１２を投入し、手作
業で丹念に練り混ぜる。このとき、上記粗熱除去工程５０にて穀物１１ａから炊き上げ時
の粗熱が既に取り除かれているため、熱い中での手作業を無理強いされることなく練り混
ぜることが可能である。尚、かかる練り混ぜ作業は、手作業のほか、撹拌機械など機械的
に行う手法も採用可能である。
【００３７】
　前記練混工程７０において、穀物１１ａに混合される塩１２については、天然塩である
と人工塩であるとを問うものではないが、本発明の主眼の一つが化学調味料等を使用せず
天然由来であることに鑑みると、天然塩を使用することが望ましい。穀物１１ａと塩１２
との割合について、穀物１１ａが１に対し塩１２が重量比で０．５～１．５の割合とする
。この塩１２の割合が重量比０．５より少ないと、完成する穀物由来熟成品１１の塩分濃
度が薄くなって、腐敗やカビ発生の原因となってしまう。逆に塩１２の割合が重量比１．
５より多いと、穀物１１ａに本来備わる風味や有効成分といったものが塩１２でかき消さ
れ、単にしょっぱいだけのものとなってしまう。
【００３８】
　尚、上記磨り潰し工程６０と練混工程７０とは、同時に行う態様であってもよい。すな
わち、上記粗熱除去工程５０で粗熱を取り除いた穀物１１ａに対し、塩１２を混合した後
に磨り潰しながら練り混ぜる態様も可能である。
【００３９】
　熟成工程８０は、上記練混工程６０で塩１２を練り混ぜた穀物１１ａを容器１４に詰め
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て常温下で所定期間寝かせて熟成させる工程である。具体的には、常温下の直射日光を避
けた暗所にて、保管しつつ熟成させる。寝かせる期間については、１０～１４ヶ月といっ
た概ね１年前後の期間で、寝かせることにより熟成され、最終的に穀物由来熟成品１１が
完成する。尚、常温下で寝かせるのではなく、温度環境を適宜設定可能な場所で寝かせる
ことによって、熟成期間を短縮させることも可能である。具体的には、温度が高めであれ
ば熟成が進み、温度が低ければ熟成の速度が落ちることとなるため、常時高めに温度設定
した室内で寝かせることで、早期に製品を完成させることも可能である。
【００４０】
　以上で構成される本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、麹菌不使用で
あって製造段階ならびに完成品における発酵臭味を抑制することができると共に、麹アレ
ルギーや麹菌が起因とされる大豆アレルギー症状を抑制することができ、また、化学調味
料などを使用することなく自然素材をのみを使用して安全性が確保されつつ濁りや雑味の
発生がなく保存性に優れ、煩雑な管理手間が不要であってコストダウンに資すると共に、
食品や化粧品など広い用途に使用することが可能な穀物由来熟成品１１を提供することが
できる。
【００４１】
　尚、本発明における浸漬工程２０と水切り工程３０と炊き上げ工程４０については、一
般に存在する炊いた残り米（余ったご飯）を使用することで代替することができる。すな
わち、炊いた残り米の粗熱を粗熱を取り除き（粗熱除去工程５０）、粗熱が取り除かれた
米を磨り潰し（磨り潰し工程６０）、そこへ塩１２を混合し練り混ぜ（練混工程７０）、
容器１４に詰めて常温下で所定期間寝かせて熟成させる（熟成工程８０）ことで、穀物１
１ａとして米を採用した場合の穀物由来熟成品１１を製造することが可能である。これに
より、廃棄され得る余ったご飯の再利用に資することとなる。
【実施例２】
【００４２】
　他の実施例について、図２を用いて説明する。実施例１と同様の部分は省略する。図２
は、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０の第二の実施形態を示す説明図であり
、（ａ）は製造工程を構成するフローチャート、（ｂ）は製造工程の概略図である。
　本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、浸漬工程２０と、水切り工程３
０と、蒸成工程４２と、粗熱除去工程５０と、磨り潰し工程６０と、練混工程７０と、熟
成工程８０と、によって構成されるもので、実施例１における炊き上げ工程４０に代わっ
て蒸成工程４２を採用するものである。
【００４３】
　蒸成工程４２は、上記水切り工程３０で水切りした穀物１１ａを所要時間蒸し上げる工
程である。具体的には、適量の水１３を入れた容器の上段に水切りした穀物１１ａを載置
して加熱して蒸し上げるもので、一般的な蒸し器などを利用すれば足りる。尚、蒸し上げ
に際し、穀物１１ａが通常より若干硬めに蒸し上がるよう、蒸し時間について適宜調整す
ることが好ましい。
【００４４】
　以上で構成される本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、実施例１にお
ける炊き上げ工程４０に代わって蒸成工程４２を採用するもので、炊き上げに比し穀物１
１ａの硬さ具合の微調整が容易な上、実施例１と同様、麹菌不使用であって製造段階なら
びに完成品における発酵臭味を抑制することができると共に、麹アレルギーや麹菌が起因
とされる大豆アレルギー症状を抑制することができ、また、化学調味料などを使用するこ
となく自然素材をのみを使用して安全性が確保されつつ濁りや雑味の発生がなく保存性に
優れ、煩雑な管理手間が不要であってコストダウンに資すると共に、食品や化粧品など広
い用途に使用することが可能な穀物由来熟成品１１を提供することができる。
【実施例３】
【００４５】
　他の実施例について、図３を用いて説明する。実施例１と同様の部分は省略する。図３
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は、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０の第三の実施形態を示す説明図であり
、（ａ）は製造工程を構成するフローチャート、（ｂ）は製造工程の概略図である。
　本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、浸漬工程２０と、水切り工程３
０と、焙煎工程４４と、粗熱除去工程５０と、磨り潰し工程６０と、練混工程７０と、熟
成工程８０と、によって構成されるもので、実施例１における炊き上げ工程４０に代わっ
て焙煎工程４４を採用するものである。
【００４６】
　焙煎工程４４は、上記水切り工程３０で水切りした穀物１１ａを所要時間煎り上げるこ
とで焙煎する工程である。具体的には、フライパンなどの加熱調理器に水切りした穀物１
１ａを投入して加熱して煎り上げるもので、浸漬工程２０によって含浸された水分が加熱
されることで、穀物１１ａの外表面は硬いまま内部が柔らかく仕上がるものである。尚、
煎り上げ時間については、穀物１１ａの外表面がほんのり色付く程度であって、含浸され
た水分が蒸発しない程度の時間とする。
【００４７】
　以上で構成される本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、実施例１にお
ける炊き上げ工程４０に代わって焙煎工程４４を採用するもので、穀物由来熟成品１１に
焙煎による絶妙な香ばしさが加味されると共に、実施例１と同様、麹菌不使用であって製
造段階ならびに完成品における発酵臭味を抑制することができ、また、麹アレルギーや麹
菌が起因とされる大豆アレルギー症状を抑制することができ、さらに、化学調味料などを
使用することなく自然素材をのみを使用して安全性が確保されつつ濁りや雑味の発生がな
く保存性に優れ、煩雑な管理手間が不要であってコストダウンに資すると共に、食品や化
粧品など広い用途に使用することが可能な穀物由来熟成品１１を提供することができる。
【実施例４】
【００４８】
　他の実施例について、図４を用いて説明する。実施例１と同様の部分は省略する。図４
は、本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０の第四の実施形態を示す説明図であり
、（ａ）は製造工程を構成するフローチャート、（ｂ）は製造工程の概略図である。
　本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、浸漬工程２０と、水切り工程３
０と、磨り潰し工程６０と、練混工程７０と、熟成工程８０と、によって構成されるもの
で、実施例１乃至３における炊き上げ工程４０や蒸成工程４２、焙煎工程４４を省略し、
且つ、それに伴う粗熱除去工程５０を省略し、水切り工程３０の後に即、磨り潰し工程６
０を採用するものである。
【００４９】
　本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０では、炊き上げ工程４０や蒸成工程
４２、焙煎工程４４が省略される。これにより、該工程に伴う粗熱除去工程５０も省略さ
れ、実施例１乃至３に比し工程全体の作業手間が簡略化されると共に、浸漬工程２０によ
って穀物１１ａ内には充分に水分が含浸されているため、炊き上げや蒸し上げた穀物１１
ａに比べれば硬いものの、磨り潰すには充分な柔らかさを有し、故に磨り潰し工程６０を
特に支障なく行える。
【００５０】
　以上で構成される本実施形態にかかる穀物由来熟成品の製造方法１０は、実施例１と同
様、麹菌不使用であって製造段階ならびに完成品における発酵臭味を抑制することができ
、また、麹アレルギーや麹菌が起因とされる大豆アレルギー症状を抑制することができ、
さらに、化学調味料などを使用することなく自然素材をのみを使用して安全性が確保され
つつ濁りや雑味の発生がなく保存性に優れ、煩雑な管理手間が不要であってコストダウン
に資すると共に、食品や化粧品など広い用途に使用することが可能な穀物由来熟成品１１
を提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明にかかる穀物由来熟成品の製造方法及び該製造方法により製造される穀物由来熟
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成品は、従来の醗酵品と比較して、化学調味料や麹菌を使用して発酵させることなく、穀
物と塩の自然素材を使用して熟成させることによって、製造段階ならびに完成品における
発酵臭味を抑制することができると共に、麹アレルギーや麹菌が起因とされる大豆アレル
ギー症状を抑制することができ、また、安全性が確保されつつ濁りや雑味の発生がなく保
存性に優れ、煩雑な管理手間が不要であってコストダウンに資すると共に、食品や化粧品
など広い用途に使用することが可能な穀物由来熟成品を提供するものである。したがって
、本発明にかかる「穀物由来熟成品の製造方法」の産業上の利用可能性は極めて大である
ものと思料する。
【符号の説明】
【００５２】
１０　　穀物由来熟成品の製造方法
１１　　穀物由来熟成品
１１ａ　穀物
１２　　塩
１３　　水
１４　　容器
２０　　浸漬工程
３０　　水切り工程
４０　　炊き上げ工程
４２　　蒸成工程
４４　　焙煎工程
５０　　粗熱除去工程
６０　　磨り潰し工程
７０　　練混工程
８０　　熟成工程
【図１】 【図２】
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