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(57)【要約】
　本発明の目的は、米を原料とした加工食品素材又は加工食品の効率的な製造方法を提供
することにある。本発明は、米に０．５倍量を超える水を添加して一次加熱処理し、得ら
れる糊化物を機械的撹拌処理し、得られる米ゲルを加熱、冷却、冷凍、加圧、減圧、加水
、乾燥、撹拌及び副材料添加からなる群より選ばれる１つの加工操作又は２つ以上の加工
操作の組み合わせである加工プロセスを行う、加工食品素材又は加工食品の製造方法を提
供する。該製造方法により得られる加工食品素材又は加工食品は、代替食品素材又は代替
食品、若しくは、ダイエット用、メタボリックシンドローム改善又は予防用、咀嚼・嚥下
困難者用、又はアレルゲン除去用食品として有用である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高アミロース米及び／又は中アミロース米を含む米に、０．５倍量を超える水を添加し
て一次加熱処理し、
　得られる糊化物を機械的撹拌処理し、
　得られる米ゲルを加熱、冷却、冷凍、加圧、減圧、加水、乾燥、撹拌及び副材料添加か
らなる加工プロセス群より選ばれる１つの加工操作又は２つ以上の加工操作の組み合わせ
である加工プロセスを行う、加工食品素材又は加工食品の製造方法。
【請求項２】
　加工食品素材又は加工食品が代替食品素材又は代替食品である、請求項１に記載の製造
方法。
【請求項３】
　加工食品が、チョコレートペースト、シュークリーム又はパンである、請求項１又は２
に記載の製造方法。
【請求項４】
　加工食品素材又は加工食品が、ダイエット用、メタボリックシンドローム改善又は予防
用、咀嚼・嚥下困難者用、又はアレルゲン除去用である請求項１～３のいずれか一項に記
載の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の製造方法で得られる加工食品素材又は加工食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加工食品素材又は加工食品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の食への要望としては、低価格、低カロリー、高クオリティー、高安全性が挙げら
れており、食品業界では更に高保存性が求められている。高齢者食、病院食への近年の要
望としては、食味の良さ、バラエティー、味、物性制御性が挙げられる。
【０００３】
　近年、米の需要拡大、用途拡大、米の潜在的能力発掘が要望されている。特許文献１に
は、高アミロース米に１．５倍量を超える水を添加して加熱処理し、得られる糊化物を機
械的撹拌処理して得られるゲル状物が記載されている。特許文献１のゲル状物は、それ自
体が良好な硬さ及び質感を示し、保存後にも良好な硬さ及び質感が維持されるため、高齢
者用食品、介護食、低ＧＩ食品、ダイエット食品等の用途にアピールした加工食品として
、対象者を絞った加工食品（例えば、高齢者用食品、介護食、離乳食など）の原料として
、利用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－７０６６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１にはゲル状物の物性及び加工食品としての用途が記載されているが
、その製造条件は記載されていなかった。また、従来、米は、米粉としての利用用途でし
か活用されておらず、ましてや既存食品の代替食品素材又は代替食品としての活用はこれ
まではなされておらず、わずかに小麦パンの一部を、米粉で代替する程度の試みがなされ
ている程度であった。
【０００６】
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　本発明の目的は、米を原料とした様々な種類及び用途の加工食品素材又は加工食品の効
率的な製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は以下の発明を提供する。
〔１〕高アミロース米及び／又は中アミロース米を含む米に、０．５倍量を超える水を添
加して一次加熱処理し、得られる糊化物を機械的撹拌処理し、得られる米ゲルを加熱、冷
却、冷凍、加圧、減圧、加水、乾燥、撹拌及び副材料添加からなる加工プロセス群より選
ばれる１つの加工操作又は２つ以上の加工操作の組み合わせである加工プロセスを行う、
加工食品素材又は加工食品の製造方法。
〔２〕加工食品素材又は加工食品が代替食品素材又は代替食品である、上記〔１〕に記載
の製造方法。
〔３〕加工食品が、チョコレートペースト、シュークリーム又はパンである、上記〔１〕
又は〔２〕に記載の製造方法。
〔４〕加工食品素材又は加工食品が、ダイエット（低カロリー）用、メタボリックシンド
ローム改善又は予防用、咀嚼・嚥下困難者用、又はアレルゲン除去用である上記〔１〕～
〔３〕のいずれか一項に記載の製造方法。
〔５〕上記〔１〕～〔４〕のいずれか１項に記載の製造方法で得られる加工食品素材又は
加工食品。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の製造方法により得られる加工食品素材又は加工食品は、形状維持性、難離水性
、膨張性、成形性、高粘弾性、増粘性、難吸油性、難吸水性等に優れ、特に目的とする素
材の物性を本発明が提供する加工方法により自在に変化させられることから、その食品に
応じた性質を付与することが容易である（物性制御性）。本発明の製造方法は、米、例え
ば多収かつ低コストの高アミロース米を材料として、米粉にする必要もなく、既存の機器
を用いて容易に低コストで実施できる。従って、幅広い食品又は食品素材の代替に利用す
ることができる代替食品素材又は代替食品を、効率よく製造することができる。
【０００９】
　本発明の製造方法によれば、既存の食品素材又は食品に近い食感、風味、外観（色、光
沢、艶など）を有する加工食品を容易に得ることができる。しかも、食感、風味、外観（
色、光沢、艶など）は、対象者、用途に応じて改変することが容易である。従って、本発
明の加工食品素材又は加工食品は代替食品素材又は代替食品として利用することができ、
かつ、高齢者用食品、介護食、離乳食、病院食などとしても利用することができる。
【００１０】
　本発明の製造方法により、食品素材又は食品が本来含むタンパク質、油脂、米以外の穀
類の一部又は全量が米ゲルと置き換えられた加工食品が得られるので、ダイエット又はカ
ロリー低減用、メタボリックシンドローム改善又は予防用、咀嚼・嚥下困難者用、アレル
ゲン除去用の、代替食品素材又は代替食品としての利用が可能である。特に、レシピの活
用方法により、既存食品における小麦粉・卵・牛乳などの動物性の乳・ゼラチンなどを１
００％代替すること（例えば、実施例３、実施例６、実施例２０～２２、実施例２４～２
６）も可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施例３のカスタードクリーム様の加工食品を示す図である。
【図２】図２は、生クリーム様の加工食品を示す図である。
【図３】図３は、実施例５のレアチーズムース様の加工食品を示す図である。
【図４】図４は、実施例３のクリーム様の加工食品を実施例６のシュー生地の代替食品素
材と組み合わせて作製されたシュークリームを示す図である。
【図５】図５は、実施例６のシュー生地様の加工食品を示す図である。
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【図６】図６は、実施例６のシュー生地様の加工食品を示す図である。
【図７】図７は、実施例７のパイを示す図である。
【図８】図８は、実施例７のパイを示す図である。
【図９】図９は、実施例８の麺様の加工食品を示す図である。
【図１０】図１０は、実施例１０で得られる餅様の加工食品を示す図である。
【図１１】図１１は、実施例１０のスナック菓子様の加工食品を示す図である。
【図１２】図１２は、実施例１１のおかき・スナック菓子様の加工食品を示す図である。
【図１３】図１３は、実施例１２の焼成菓子様の加工食品を示す図である。
【図１４】図１４は、実施例１３のアイスクリーム様の加工食品を示す図である。
【図１５】図１５は、実施例１４のイチゴムース様の加工食品を示す図である。
【図１６】図１６は、実施例１５のチョコレートムース様の加工食品を示す図である。
【図１７】図１７は、実施例１７のシュークリーム様の加工食品を示す図である。
【図１８】図１８は、実施例１９のチョコゲル様の加工食品を示す図である。
【図１９】図１９は、実施例２０のガトーショコラ様の加工食品を示す図である。
【図２０】図２０は、実施例２３のチョコレートクリーム様の加工食品を示す図である。
【図２１】図２１は、実施例２４のスポンジケーキ様の加工食品を示す図である。
【図２２】図２２は、実施例２１のチョコペースト及び実施例２４のスポンジケーキを用
いたチョコレートケーキ様の加工食品を示す図である。
【図２３】図２３は、実施例２５のシュー生地様の加工食品、及び、これと実施例２４の
チョコレートクリーム様の加工食品を用いたシュークリーム様の加工食品を示す図である
。
【図２４】図２４は、実施例２６の食パンの加工食品を示す図である。
【図２５】図２５は、実施例２７の２０％米ゲル食パンの膨れ具合を示す図である。
【図２６】図２６は、高加水（８０％加水）の小麦粉パンの膨れ具合を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明で用いる米ゲルは、米（例えば米粒、米粉）を０．５倍量を超える水分とともに
一次加熱処理して得られる糊化物を機械的撹拌処理して得られる。米は、米粒のような粒
状のままでもよく、米粉、破砕米等の製粉処理物でもよく、両者の混合物でもよい。米ゲ
ルは、ペーストからゲル状に相転移をした固形あるいは半固形物の性状を示す。
【００１３】
　米は特に限定されず、各種のうるち米を１種又は２種以上組み合わせて使用できる。う
るち米としてはジャポニカ種、インディカ種及びジャバニカ（ジャパニカ）種のいずれも
用いることができ、高アミロース米、中アミロース米及び低アミロース米のいずれでもよ
いが、高アミロース米及び／又は中アミロース米を含むことが好ましく、高アミロース米
及び／又は中アミロース米であることが好ましく、高アミロース米であるか又は高アミロ
ース米の混合物であることが好ましい。高アミロース米とはアミロース含量が高い米を指
す。アミロース含量とは、デンプンに占めるアミロースの含量を意味する。アミロース含
量は、栽培条件、気候変動等によって変化し得るが、通常の高アミロース米では２０％以
上である。アミロース含量の上限は特に限定されず、２８％を超える場合もある。高アミ
ロース米の品種は、ジャポニカ種、インディカ種及びジャバニカ（ジャパニカ）種のいず
れでもよく、例えばモミロマン、夢十色、ホシユタカ、ホシニシキ、ミレニシキ、中国１
３４号、越のかおり、ミズホチカラなどが挙げられ、モミロマン、夢十色が好ましい。
【００１４】
　中アミロース米とはアミロース含量が通常１２～２０％の米を指す。中アミロース米の
品種は、ジャポニカ種、インディカ種及びジャバニカ（ジャパニカ）種のいずれでもよく
、例えばコシヒカリ、あきたこまち、日本晴、きらら３９７、ひとめぼれ、ササニシキな
どが挙げられ、コシヒカリが好ましい。低アミロース米とはアミロース含量が通常１２％
未満の米を指す。低アミロース米のアミロース含量の下限は、通常は０％を超える数値で
ある。低アミロース米の品種は、例えばミルキークイーン、ミルキーサマー、ミルキーパ
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ール、ゆめぴりか、スノーパール、ねばり勝ちなどがあげられる。
【００１５】
　米は、米粒又は米粉の形態のいずれでもよく、精米の程度、品種などの異なる２種以上
の混合物であってもよい。米は高アミロース米を少なくとも一部に含むことが好ましく、
高アミロース米であることがより好ましい。
【００１６】
　本発明においてはまず、米の加熱処理を行う。米の精米の程度には特に制限はなく、玄
米、分搗き米、白米の何れであってもよい。なお、米粉や破砕米であってもよいが、製粉
処理のコストや手間を省くためには米粉以外の形態であることが好ましく、白米、玄米、
又はこれらの混合物であることがより好ましい。
【００１７】
　加熱処理の際には、通常、水分を用いる。水分の量は、通常、米のアミロース含量に依
存するが、０．５倍量を超える量である。一例として高アミロース米（例：モミロマン（
アミロース含量約２８％））の場合では、高アミロース米の重量に対し０．８倍量を超え
る量であることが好ましく、１．０倍量以上であることがより好ましく、１．５倍量以上
であることが更に好ましく、２倍量以上であることが更により好ましい。中アミロース米
の場合では、中アミロース米の重量に対し０．５倍量を超える量であることが好ましく、
０．８倍量以上であることがより好ましく、１．０倍量以上であることが更に好ましい。
水分の量は、目的とする加工食品素材又は加工食品によって適宜調整することができる。
１．０倍量以上であることにより、得られる糊化物の過剰な粘度上昇を防ぎ、その後の機
械的撹拌処理における撹拌を円滑に行うことができる。
【００１８】
　水分の量の上限は、通常は１０倍量以下であり、好ましくは５倍量以下であるが、飲料
、ゼリー、半固形物等の場合にはこの限りでなく、１０倍量以上であってもよい。
【００１９】
　米を水分と共に加熱する前に、米を水分に浸漬してもよい。浸漬時間は、通常１０～１
２０分程度であるが、より滑らかな食感を出すためには、浸漬時間を２時間以上とするこ
とが望ましく、時期が冬季である場合、又は米の吸水性又は含水率が比較的低い場合、１
０時間以上の浸漬が望ましいこともある。
【００２０】
　加熱処理には、炊飯器、鍋、圧力鍋、電磁調理器（例：ＩＨ）、電子レンジ、スチーム
オーブン等の加熱手段を用いることができる。加熱温度、加熱時間は、目的とする加工食
品素材又は加工食品、及びいずれの加熱手段を用いるかにより異なり一義的に特定するこ
とは困難であり、米が焦げ付かず糊化が十分に進む時間を適宜調整する。温度、圧力、時
間等の加熱条件は、糊化が妨げられない範囲で、加工食品の種類に応じて自由に選択する
ことができる。例えば、加熱手段内に内蔵された条件モード（例えば、お粥モード）に従
って調整してもよい。加熱温度は、通常は２５℃以上、好ましくは６０℃以上であり、８
０℃以上であることがより好ましい。上限は好ましくは加圧を伴って１３０℃以下又は１
２０℃以下であり、１００℃以下であることがより好ましい。加熱処理は、加熱だけでな
く加圧とともに行ってもよく、この場合の温度条件は、上記の範囲を外れる条件が好まし
い場合もある。
【００２１】
　加熱処理の際用いる水分は、液状であればよく、水、水以外の成分（例：牛乳、豆乳（
無調整豆乳、調整豆乳）、ココナツミルク、アーモンドミルク等の植物乳、植物性タンパ
ク）及びそれらの混合液が例示される。加工食品素材又は加工食品が代替食品素材又は代
替食品の場合、既存食品が牛乳を多く使っている場合には牛乳が好ましく、逆にどちらか
というとさっぱりした味を指向する場合には水が好ましい。水分は、酵素（例えば、αア
ミラーゼ、βアミラーゼ、グルコアミラーゼ）の製剤、該酵素を含有する物質（例えば、
モルト、米麹）、糖類、酸、スキムミルク等の水分以外の成分を含んでいてもよい。
【００２２】
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　水分が水と水以外の成分を含む場合、水以外の成分は、水分の重量に対し５０重量％以
上であることが好ましく、７０重量％以上であることがより好ましく、８０重量％以上で
あることが更に好ましい。上限は特に限定されず、１００重量％以下であればよい。但し
、上記量に限定されず、食品の種類、水以外の成分、加工プロセスの種類等により適宜設
定すればよい。
【００２３】
　加熱処理工程の後かつ機械的撹拌処理工程の前に、冷却処理を行ってもよい。これによ
り、冷却処理を行わない場合よりも粘度の低い米ゲルを得ることができる。冷却処理の際
の冷却後の温度は、通常は６０℃以下である。
【００２４】
　本発明においては、加熱処理により得られる糊化物を機械的撹拌処理に供して、米ゲル
を得る。機械的撹拌処理とは、物理運動により組織を破壊し得る撹拌を意味し、単なる混
合処理とは異なる。機械的撹拌処理は、例えばフードプロセッサ、ホモジナイザー、ミキ
サー、ニーダー、混練機、押出機等の撹拌機器を用いて行えばよい。撹拌機器はトルクが
大きいことが、機械的撹拌処理中に糊化物の粘度が上昇しても撹拌が妨げられることがな
いため、好ましい。トルクの大きい撹拌機器としては例えば、カッターミキサー（例：ロ
ボクープ、ＢＬＩＸＥＲ－５Ｐｌｕｓ、（株）エフ・エム・アイ）が挙げられる。
【００２５】
　機械的撹拌処理の条件は、糊化物の状態、撹拌機器の種類、米ゲルの用途等によって適
宜定めることができる。例えば、無負荷時の回転数で１５００ｒｐｍ以上であれば均一な
性状の素材ができるが、対象とする物性によっては、回転数を落として、その分、長時間
かけたり、６０ｒｐｍ程度の低速スクリューで撹拌しながら圧力成形をしたり、目的とす
る加工食品素材又は加工食品により適宜、最適な条件を選択することができる。回転数の
上限は特に制限がないが、通常５０００ｒｐｍ以下であり、好ましくは３０００ｒｐｍ以
下である。これにより、均一な組成の米ゲルを得ることができる。撹拌は減圧下で行って
もよく、麺（例えばうどん）の場合には、好ましくは０．４気圧以下、より好ましくは０
．１気圧以下に減圧することが好ましい。撹拌機器としてカッターミキサー（ロボクープ
、ＢＬＩＸＥＲ－５Ｐｌｕｓ）を用いる場合、消費電力は１８００Ｗ程度であることが好
ましい。撹拌時間は、撹拌速度、米ゲルの用途によって適宜定めることができ，撹拌時間
の下限は特にないが、通常は１０秒以上であり、好ましくは３０秒以上である。上限も特
に制限はないが、通常は５分以下であり、好ましくは４分以下であり、より好ましくは３
分以下である。
【００２６】
　機械的撹拌処理により、糊化物（ゾル状）からゲル状への相転移が生じるため、機械的
撹拌処理の条件を調整することにより、食品に合う硬さ及び質感を調製することができる
。例えば、撹拌時の糊化物の温度を通常は６０℃以下、好ましくは４５℃以下にしてから
撹拌することにより、米ゲルの粘りを低減することができる。
【００２７】
　米ゲルは、ペーストからゲル状に相転移をした半固形物の性状を示し得る。また、米ゲ
ルは、保存後にも良好な硬さ及び質感が保持されている。例えば、４～２５℃で３日～２
週間程度経過しても良好な硬さ及び質感が保持される。
【００２８】
　本発明においては、糊化して機械的撹拌処理により得られる米ゲルを加工プロセスに供
する。加工プロセスは、温度制御、圧力制御、水分量制御、撹拌制御及び副材料添加から
なる加工プロセス群より選ばれる１つの加工操作又は２つ以上の加工操作の組み合わせを
行う。
【００２９】
　温度制御とは、米ゲルの調整前の温度とは別の温度にする操作であり、加熱、冷却が例
示される。
【００３０】
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　加熱（加温、焼成）は、米ゲルの温度を上昇させる操作である。２５℃以上１００℃未
満での加熱を加温、１００℃以上２５０℃以下での加熱を焼成とそれぞれいう場合がある
。加温の下限は、通常は２５℃以上、好ましくは４０℃以上、より好ましくは５０℃以上
である焼成の下限は、１５０℃以上であることが好ましく、２００℃以上であることがよ
り好ましく、２２０℃以上であることが更に好ましい。焼成時間は５分以上であることが
好ましく、１０分以上であることがより好ましい。上限は６０分以内であることが好まし
く、５０分以内であることがより好ましく、４０分以内であることが更に好ましい。加熱
後、所定の温度で一定時間保持してもよいし、いったん所定の温度に達したら加熱をやめ
てもよい。加熱における温度上昇速度は、適宜調整すればよい。加熱により、物性制御、
糊化度制御、成形性制御（例えば伸展性、膨張性の制御）が可能である。加熱は、焼成、
煮沸、蒸煮、揚げる等の調理加工操作を達成することができる。加熱の使用機材としては
、直火、オーブン、電子レンジ、炊飯器、ポット等が例示される。加熱により焼成菓子（
シュー生地、パイ生地、タルト生地、ワッフル生地、クッキー、パイ、スナック菓子）、
ナッツ様の加工食品素材又は加工食品を製造することができる。加温の場合、湯を添加す
ることでもよい。
【００３１】
　冷却（冷蔵、冷凍）は、米ゲルの温度を低下させる操作であり、通常は処理前の温度以
下であればよく、通常は６０℃以下であり、加工食品によっては１５℃以下まで低下させ
てもよく、５℃以下まで低下させてもよい。冷却後、所定の温度で一定時間保持してもよ
いし、いったん所定の温度に達したら冷却をやめてもよい。冷却における温度低下速度は
、適宜調整すればよい。冷却により、物性制御、成形性制御、可塑性制御、保存性向上が
可能である。冷却の使用機材としては、冷蔵庫、冷凍庫、ドライアイス、液体窒素、冷却
材料等が例示される。冷却によりクリーム、ムース様の加工食品を製造することができる
。冷凍によりアイスクリーム様の加工食品を製造することができる。
【００３２】
　圧力制御とは、米ゲルを、常圧より高い又は低い圧力条件に供する操作であり、加圧、
減圧が例示される。
【００３３】
　加圧は、米ゲルを常圧より高い圧力条件に供する操作であり、通常は常圧（１気圧）を
超えて１．２気圧以上に上昇させる。加圧後、所定の圧力で一定時間保持してもよいし、
いったん所定の圧力に達したら加圧をやめてもよい。加圧における圧力上昇速度は、適宜
調整すればよい。加圧には、成形も含まれる。
【００３４】
　減圧は、米ゲルを常圧未満の圧力条件に供する操作であり、通常は常圧（１気圧）未満
に低下させればよく、０．２気圧以下に低下させることが好ましい。減圧後、所定の圧力
で一定時間保持してもよいし、いったん所定の圧力に達したら減圧をやめてもよい。減圧
における圧力低下速度は、適宜調整すればよい。
【００３５】
　加圧又は減圧により、米ゲル中の気泡及び／又は水分量等を変化させ、結果的に物性制
御（加圧の場合、副材料の浸透、減圧の場合、水分・気泡の減少による硬化）、可塑性制
御、増粘性制御、保存性向上（殺菌及び／又は抗酸化）が可能である。加圧及び減圧の使
用機材としては、圧力なべ、オートクレーブ、エクストルーダ、真空パック、真空装置、
真空保存、油圧製麺機等の製麺機が例示される。加圧の使用機材としては、圧力なべ、オ
ートクレーブ、油圧製麺機が例示される。減圧の使用機材としては、真空パック、真空装
置、真空保存が例示される。加圧により、麺（うどんなど）、餅菓子、団子様の加工食品
を製造することができる。
【００３６】
　水分調整とは、米ゲルに含まれる水分量を変化させる操作であり、加水、乾燥が例示さ
れる。
【００３７】
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　加水は、米ゲルに水分を添加する操作であり、目的とする加工食品素材又は加工食品の
物性に合わせるために必要に応じて行うもので、目的とする水分が達成されていれば不要
である。加水速度は、適宜調製すればよい。加水により、増粘性低下、成形性制御、離水
性制御等が可能であり、これらにより粘りの抑制、伸展性拡張が可能である。添加する水
分は、水であってもよいし、果汁、酒等の副材料が添加された水であってもよい。
【００３８】
　乾燥は、米ゲルに含まれる水分を減らす操作であり、先の減圧、あるいは加熱制御によ
り目的とする加工食品素材又は加工食品の含水率に近づけることができる。乾燥により、
物性制御、成形性制御、保存性向上が可能であり、これらにより粉末化が可能である。乾
燥の使用機材としては、直火、オーブン、電子レンジ、乾燥機等が例示される。乾燥によ
り、粉末チョコ、クリーム、カスタードの素様の加工食品の製造が可能である。
【００３９】
　撹拌の際の回転速度は適宜調整でき、通常は人力以上３０００ｒｐｍ以内である。撹拌
時間は適宜調整でき、通常０秒～１２時間である。撹拌の前には、副材料の添加を行って
もよい。撹拌により、物性制御、成形性制御、離水性制御、光沢性向上が可能である。撹
拌の使用機材としては、泡だて器、ハンドミキサー、ミキサー、フードプロセッサ、カッ
ターミキサー等が例示される。
【００４０】
　副材料の添加は、米ゲル以外の材料（副材料）を添加する操作である。副材料の添加は
、主に、風味の操作、あるいは、物性の操作を目的として添加される。副材料の種類は適
宜調整できるが、牛乳、動物性クリーム（生クリーム、ホイップなど）、スキムミルク、
植物性（例：豆乳、ココナツ、アーモンドなどの豆）クリーム、植物性タンパク（豆類な
ど）、植物性デンプン（コーンスターチ、タピオカスターチなど）、穀物・野菜・果実類
、卵、ココア、果汁（レモン果汁など）、酒、香料、香辛料、甘味料（砂糖、グラニュー
糖、ハチミツなど）、塩、胡椒、油脂、豆乳、添加剤（酸味料、着色料、保存料、膨化剤
（発泡剤）など）等が例示される。副材料は１種でもよいし２種以上の組み合わせでもよ
い。ペースト様、ムース様又はクリーム様の加工食品の副材料としては、ココアパウダー
、インスタントコーヒーの粉、砂糖、グラニュー糖、ハチミツ、牛乳、植物乳、油脂、ジ
ャム、カラメルを例示することができる。クリームチーズ様の加工食品の副材料としては
、レモン果汁、生クリーム、牛乳が例示される。卵（膨化剤（発泡剤））を原料とする食
品様の加工食品の副材料としては、牛乳と油脂が例示される。アイスクリーム又は冷菓子
様の加工食品の副材料としては、砂糖、水あめ、ココアパウダー、ココナツパウダー、果
汁、野菜ピューレ、フルーツピューレ、香料、クラッシュアイス（氷片）、ナッツ、チョ
コレートチップ、フルーツ、野菜、フローズンフルーツ、ドライフルーツ、ドライ野菜、
粉末野菜、フローズン野菜、紅茶、抹茶、コーヒー、アイスクリーム用コーン等が例示さ
れる。パン様の加工食品の副材料としては、スキムミルク、ショートニング、ドライイー
スト、砂糖が例示される。
【００４１】
　副材料の添加量は、食品の種類、添加する副材料の種類によりそれぞれ定めることがで
きる。副材料の添加時期は、他の加工プロセスの開始時、途中、終了後、又は、機械的撹
拌処理の開始時、途中、終了後のいずれでもよく、副材料ごとに適宜定めることができる
。
【００４２】
　カスタードクリーム様の加工食品の副材料としては、卵（省略可）、砂糖、牛乳を例示
することができ、副材料全部の添加量は、通常、２０～５０重量％である。生クリーム様
の加工食品の副材料としては、牛乳を例示することができる。クリームチーズ様の加工食
品の副材料としては、生クリーム（省略可）又は油脂（省略可）、牛乳を例示することが
できる。マヨネーズ、ディップ様の加工食品の副材料としては、牛乳、レモン果汁、塩、
香辛料（胡椒など）を例示することができる。焼成菓子（ワッフル生地、パイ生地、タル
ト生地、シュー生地、クッキー、パイ、バームクーヘン等）様の加工食品の副材料として
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は、卵、油脂、ベーキングパウダーを例示することができる。どの食品素材にも、レモン
果汁等の香料、洋酒、砂糖等の味付け成分を添加することができる。なお、牛乳はスキム
ミルクで代用してもよい。
【００４３】
　加工プロセス工程は、温度制御、圧力制御、水分量制御、撹拌及び副材料添加からなる
加工プロセス群より選ばれる１つの加工操作であってもよいし、２以上の加工操作の組み
合わせであってもよい。２以上の操作としては、温度制御（加熱又は冷却）と撹拌を含む
組み合わせ、温度制御と撹拌と水分量制御を含む組み合わせ及び、温度制御（撹拌又は冷
却）と圧力制御（好ましくは減圧）と撹拌を含む組み合わせが好ましい。
【００４４】
　冷却と撹拌を含む組み合わせ、冷却と撹拌と加水を含む組み合わせを行うことにより、
通常は物性制御、風味制御等が可能であり、例えば粘性を低減できる。加熱と撹拌を含む
組み合わせ、及び加熱と撹拌と乾燥を含む組み合わせにより、粘弾性増大を図ることがで
きる。
【００４５】
　加熱と撹拌と減圧の組み合わせにより、風味向上及び物性制御を図ることができる。
【００４６】
　本発明の製造方法により得られる加工食品素材又は加工食品が得られる。本発明におい
て食品素材とは、食品を構成する１つの素材、材料を意味する。食品とは、それ自体が食
される食品を意味する。食品が食品素材でもある場合もあり、両者を明確に区別すること
は困難なことが多い。この場合、本明細書中では単に「加工食品」及び「加工食品素材」
のいずれか一方を表示している場合もある。
【００４７】
　本発明における加工食品素材又は加工食品は、代替食品素材又は代替食品として有用で
ある。代替食品素材が代替し得る食品素材としては、それ自体が又は水分を添加した際に
ペースト状又はクリーム状を呈する食品素材が例示される。このような食品素材としては
、穀類食品（小麦粉等）、乳製品（チーズ、マヨネーズ等）、油脂（バター、マーガリン
、植物油等）、寒天、ゼラチン等が例示される。代替食品が代替し得る食品としては、上
記の食品素材から得られる食品が例示される。このような食品としては、チョコレートペ
ースト（チョコレートクリーム、チョコレートゲル、チョコレートペースト）、クリーム
チーズ、卵、カスタードクリーム、生クリーム、焼成菓子（ワッフル生地、パイ生地、タ
ルト生地、シュー生地、パイ、クッキー、スポンジケーキ、ガトーショコラなど）、ナッ
ツ、餅、レアチーズムース、上記カスタードクリーム及びシュー生地を用いたシュークリ
ーム、食パン等のパン、上記餅を用いた洋菓子又は和菓子（餅菓子、団子など）、上記ス
ポンジケーキ及びチョコレートクリームを用いたチョコレートケーキ等が例示される。
【００４８】
　本発明の製造方法により、既存の食品には分類できない新しい加工食品を製造すること
ができる。例えば新規な食感及び／又は風味を有する焼成菓子等である（例えば、実施例
７）。
【００４９】
　本発明における製造条件は、それぞれに適した条件を適宜設定することができる。
【００５０】
　クリームチーズ様の加工食品の場合の加工プロセス工程は、副材料の添加及び冷却であ
る。副材料としては、牛乳、スキムミルク、動物性クリーム（生クリーム、ホイップなど
）、植物性（例：豆乳、ココナツ、アーモンドなどの豆）クリーム、植物性タンパク（豆
類など）、植物性デンプン（コーンスターチ、タピオカスターチなど）、穀物・野菜・果
実類、が挙げられ、その他求められる食感、風味、用途等に応じた材料（例えば、レモン
汁、洋酒（例：ラム、リキュール）、生クリーム、油脂など）を添加してもよい。糊化物
は、牛乳及び／又は植物乳で炊飯された糊化物であることが好ましいが、嗜好に応じて水
を使うことでさっぱりした味に仕上げることもできる。加工食品の物性は、糊化物のせん
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断攪拌時間、攪拌時の温度、水分量、牛乳添加のタイミング等で制御することができる。
加工食品の全重量に対する米の重量の割合は、特に限定されず加工食品の種類によって異
なるが、少量でもゲル化は可能である。上限も特に限定されないが、通常は１００重量％
以下である。加工食品の全重量に対する水分の重量の割合は、特に限定されず、多量でも
ゲル化は可能であるが、通常は９０重量％以下である。冷却温度は、通常、０～６０℃で
ある。冷却時間は、通常５分以上である。クリームチーズ様の加工食品は、形状維持力（
常温、低温下）、物性制御性、増粘性、難離水性、薄味、外観（色など）に優れている。
【００５１】
　ペースト様、ムース様又はクリーム様の加工食品の場合の加工プロセス工程は、副材料
の添加及び冷却を含むことが好ましい。副材料としては、牛乳、スキムミルク、動物性ク
リーム（生クリーム、ホイップなど）、植物性（例：豆乳、ココナツ、アーモンドなどの
豆）クリーム、植物性タンパク（豆類など）、植物性デンプン（コーンスターチ、タピオ
カスターチなど）、穀物・野菜・果実類、が挙げられ、その他求められる食感、風味、用
途等に応じた材料（例えば、レモン汁、洋酒（例：ラム、リキュール）、砂糖、グラニュ
ー糖、ハチミツ、油脂、ジャム、ココアパウダー、インスタントコーヒーの粉、カラメル
など）を添加してもよい。糊化物は、牛乳及び／又は植物乳で炊飯された糊化物であるこ
とが好ましい。加工食品の物性は、糊化物のせん断攪拌時間、攪拌時の温度、水分量、牛
乳添加のタイミング等で制御することができる。加工食品の全重量に対する米の重量の割
合は、特に限定されず、少量でもゲル化は可能であるが、通常は１０重量％以上である。
加工食品の全重量に対する水分の重量の割合は、特に限定されず、多量でもゲル化は可能
であるが、通常は９０重量％以下である。チョコレートペースト様の加工食品は、形状維
持力（常温、低温下）、物性制御性、増粘性、難離水性、薄味性が良好である。
【００５２】
　カスタードクリーム様の加工食品の場合の加工プロセス工程は、副材料の添加及び冷却
を含むことが好ましく、副材料が卵を含む場合は通常、加熱も行う。副材料としては、牛
乳、スキムミルク、動物性クリーム（生クリーム、ホイップなど）、植物性（例：豆乳、
ココナツ、アーモンドなどの豆）クリーム、植物性タンパク（豆類など）、植物性デンプ
ン（コーンスターチ、タピオカスターチなど）、穀物・野菜・果実類、が挙げられ、その
他求められる食感、風味、用途等に応じた材料（例えば、レモン汁、洋酒（例：ラム、リ
キュール）、砂糖、グラニュー糖、ハチミツ、油脂など）を添加してもよい。糊化物は、
牛乳及び／又は植物乳で炊飯された糊化物であることが好ましい。カスタードクリームの
場合には、糊化物を冷ましてから撹拌することにより、粘りを適度に軽減することができ
る。得られた米ゲルは形状維持性を有するため、カスタードクリームの食感が発揮される
ものと推定される。また、米ゲルの形状維持性により、卵の添加を省略することができる
。加工食品の食感（ベタツキ）は、気泡性の高い材料（例えば、ホイップクリーム）と組
み合わせることにより、改良することができる。加工食品の全重量に対する米の重量の割
合は、特に限定されず、少量でもゲル化は可能であるが、通常は１０重量％以上である。
上限も特に限定されないが、通常は１００重量％以下である。加工食品の全重量に対する
牛乳及び水分の重量の割合は、特に限定されず、多量でもゲル化は可能であるが、通常は
９０重量％以下である。カスタードの温度は用途に合わせて１００℃以下での使用が可能
であり、冷却せずに物性を制御できる。そのため用途にあわせた温度帯での任意の物性を
得ることができる。カスタードクリーム様の加工食品は、形状維持力（常温、低温下）、
物性制御性、増粘性、耐老化性、難離水性に優れている。
【００５３】
　シュー生地様の加工食品の場合の加工プロセス工程は、副材料の添加、撹拌及び加熱で
ある。副材料としては、牛乳、スキムミルク、動物性クリーム（生クリーム、ホイップな
ど）、植物性（例：豆乳、ココナツ、アーモンドなどの豆）クリーム、植物性タンパク（
豆類など）、植物性デンプン（コーンスターチ、タピオカスターチなど）、穀物・野菜・
果実類、が挙げられ、その他求められる食感、風味、用途等に応じた材料（例えば、卵、
レモン汁、洋酒（例：ラム、リキュール）、砂糖、グラニュー糖、ハチミツ、油脂、ベー
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キングパウダーなど）を添加してもよい。従来のシュー生地において用いる卵及び油脂量
を低減できるため、カロリーカットが可能である。米ゲルは粘りを有するので置換率が向
上し、従来のシュー生地の作成では必要であった加熱温度管理、小麦粉のゲル化作業など
の負担を低減あるいは省力化することができる。加工食品の全重量に対する米の重量の割
合は、特に限定されないが、通常は１０重量％以上である。上限も特に限定されないが、
通常は７０重量％以下である。機械的撹拌処理の際の回転数は、通常、手動撹拌～３００
０ｒｐｍである。撹拌時間は、通常、２～２０分である。米ゲルを使用した場合、加熱を
要さず生地の作成が可能であるが、加温（３０～９０℃）することで硬めの生地でも攪拌
を容易にすることもできる。これにより、一般的な小麦粉を使用するシュー生地よりも硬
い生地の作成も可能となる。シュー生地様の加工食品は、物性制御性、膨張性、離水性制
御に優れている。
【００５４】
　焼成菓子の場合の加工プロセス工程は、副材料の添加及び撹拌、又は、副材料の添加、
撹拌及び焼成を含むことが好ましい。製造の際の副材料としては、牛乳、スキムミルク、
動物性クリーム（生クリーム、ホイップなど）、植物性（例：豆乳、ココナツ、アーモン
ドなどの豆）クリーム、植物性タンパク（豆類など）、植物性デンプン（コーンスターチ
、タピオカスターチなど）、穀物・野菜・果実類、が挙げられ、その他求められる食感、
風味、用途等に応じた材料（例えば、レモン汁、洋酒（例：ラム、リキュール）、砂糖、
グラニュー糖、ハチミツ、油脂、ベーキングパウダーなど）を添加してもよい。従来のシ
ュー生地において用いる卵及び油脂量を低減できるため、カロリーカットが可能である。
米ゲルは焼成により膨張するため、軽い食感を発揮することができる。ゲル化の際米粒片
を残すことにより、ナッツ、砂糖を使用しなくとも十分な甘味を発揮することができる。
炊飯米は易離水性であるが、米ゲルは難離水性であるので、焼成時にカリカリになる。焼
成菓子の全重量に対する米の重量の割合は、特に限定されないが、通常は１０重量％以上
である。上限も特に限定されないが、通常は７０重量％以下である。機械的撹拌処理の際
の回転数は、通常、手動攪拌～３０００ｒｐｍである。撹拌時間は、通常２分～２０分程
度であるが、原料として中アミロース米を用いる場合には、３０秒～２０分程度でもよい
。米ゲルを使用した場合、加熱を要さず生地の作成が可能であるが、加温（３０～９０℃
）することで硬めの生地でも攪拌を容易にすることもできる。この後、オーブン等で焼成
を行う。焼成温度は通常、１５０～２５０℃である。これにより、一般的な小麦粉を使用
するパイ生地よりも硬い生地の作成も可能となる。更に、従来の小麦粉のパイ生地は多く
の油脂（特にバター）を使用するため、低温下での作業工程、又は頻繁な冷蔵庫で生地を
冷やす工程（冷却工程）を要するが、ゲルを使用する場合は低温下での作業及び生地冷却
を要しない。焼成菓子は、物性制御性、膨張性に優れている。
【００５５】
　レアチーズムースは、米ゲルから先述の通り製造されたクリームチーズ様の加工食品に
、通常のレアチーズ製造に用いられる副材料を添加すればよい。副材料としては、例えば
、レモン汁、砂糖、グラニュー糖、ハチミツ、動物性クリーム（生クリーム、ホイップな
ど）、植物性（例：豆乳、ココナツ、アーモンドなどの豆）クリーム、植物性タンパク（
豆類など）、植物性デンプン（コーンスターチ、タピオカスターチなど）、穀物・野菜・
果実類、油脂などが挙げられる。糊化物は、牛乳及び／又は植物乳で炊飯された糊化物で
あることが好ましい。従来のレアチーズムースにおいて用いるクリームチーズの代わりに
先述のクリームチーズ様の加工食品を用いることにより、カロリーカットが可能である。
米ゲルは形状維持性を有するため、カスタードクリームの食感が発揮されるものと推定さ
れる。加工食品の全重量に対する米の重量の割合は、特に限定されないが、通常は１０重
量％以上である。上限も特に限定されないが、通常は７０重量％以下である。加工食品の
食感（ベタツキ）は、気泡性の高い材料（例えば、植物性又は動物性クリーム、メレンゲ
）と組み合わせること、及び／又は、固形物（スキムミルク）などを添加することにより
、改良することができる。レアチーズムースは、形状維持力（常温、低温下）、増粘性、
耐老化性、難離水性、薄味性に優れている。
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【００５６】
　焼成菓子様の加工食品は、物性制御性、膨張性に優れている。卵、膨化剤様の加工食品
は、形状維持力、増粘性、膨張性に優れている。生クリーム様の加工食品は、形状維持力
、物性制御性、増粘性に優れている。マヨネーズ、ディップ様の加工食品は、形状維持力
、物性制御性、増粘性、光沢性に優れている。ゼラチン及び寒天様の加工食品は、形状維
持力、難離水性に優れている。ナッツ様の加工食品は、食感に優れている。
【００５７】
　麺様、餅様及び団子様の加工食品の加工プロセス工程は、加圧である。加圧の際の圧力
は常圧を超える圧力であればよく、通常は手で握る程度以上である。
【００５８】
　アイスクリーム様の加工食品の場合の加工プロセス工程は、撹拌、殺菌、冷却及び副材
料の添加を含むことが好ましい。冷却温度は、通常、０℃以下、好ましくは－２～－９℃
である。冷却後には冷却温度を維持又は更に下げて（好ましくは－１８℃以下）硬化させ
ることが好ましい。冷却時間は、用いる装置の冷却能力にもよるが、通常１５分以上であ
る。糊化物は、牛乳及び／又は植物乳で炊飯された糊化物であることが好ましい。製造の
際の副材料としては、砂糖、グラニュー糖、ハチミツ、香料、ココアパウダー、果汁、ナ
ッツ、添加剤、いわゆるトッピング用材料（チョコレートチップ、フローズンフルーツ、
ドライフルーツなど）、アイスクリーム用コーン等が挙げられ、その他求められる食感、
風味、用途等に応じた材料を添加してもよい。加工食品の全重量に対する米ゲルの重量の
割合は、特に限定されないが、通常は１０重量％以上である。アイスクリーム様の加工食
品の全重量に対する米の重量の割合は、特に限定されないが、通常は２重量％以上である
。上限も特に限定されないが、通常は７０重量％以下である。上限も特に限定されないが
、砂糖等の重量を無視すれば１００重量％も可能である。アイスクリーム様の加工食品は
、常温においても形状維持力、難離水性に優れている。
【００５９】
　パン様の加工食品の場合の加工プロセス工程は、撹拌、副材料の添加及び焼成である。
撹拌は、通常のパンのミキシングと同様の条件とすればよい。副材料は、通常のパンに用
いられる副材料が挙げられるが、グルテン、発泡剤などは省略してもよく、省略すること
が好ましい。グルテンは自己免疫疾患の原因物質であるので、グルテンを省略することで
このような疾患の発生を予防することができる。
【実施例】
【００６０】
実施例１〔クリームチーズ様の加工食品〕
　高アミロース米５０ｇ及び牛乳１５０ｇと共に炊飯器（ＮＰ－ＮＡ１０、象印マホービ
ン株式会社）に入れてお粥モードで炊飯を行った。得られたお粥を常温まで冷却し、カッ
ターミキサー（ロボクープ、ＢＬＩＸＥＲ－５Ｐｌｕｓ）を用いて機械的撹拌処理した（
無負荷回転数１，５００ｒｐｍ、２分間、消費電力１８００Ｗ）。得られる米ゲルを６０
℃に調整し、これにレモン汁３０ｇ及び洋酒適量を添加し、撹拌速度３０００ｒｐｍで２
分間撹拌後に冷蔵庫で２時間４℃まで冷却した。パネラー１０人により、得られる加工食
品の外観、食感及び風味を市販のクリームチーズと比較したところ、差はなく、薄味でち
ょうどよい風味であった。
【００６１】
　原料重量の合計と同じ重量（２３０ｇ）のクリームチーズのカロリーは、７９５ｋｃａ
ｌである。実施例１で得られる加工食品素材のカロリーは２８６ｋｃａｌであったことか
ら、カロリーが６４％カットされていることが分かる。通常のクリームチーズは牛乳由来
のタンパク質を含んでいるため、アレルゲンとなり得るが、実施例１では該タンパク質を
添加せずに製造することができた。この結果は、本発明により、低カロリー、低脂肪、ア
レルゲンフリーの加工食品を低コストで製造することができることを示している。
【００６２】
実施例２〔チョコレートペースト様の加工食品〕
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　高アミロース米５０ｇ及び牛乳１５０ｇを、実施例１と同様に炊飯及び機械的撹拌処理
した。得られる米ゲルを８０℃に調整し、これにココア３０ｇ、砂糖３０ｇ及び洋酒適量
を添加し、撹拌速度３０００ｒｐｍで３分間撹拌後に２６℃まで冷却した。パネラー１０
人により、得られた加工食品の外観、食感及び風味を市販のチョコレートペーストと比較
したところ、差はなく、薄味でちょうどよい風味であった。
【００６３】
　原料重量の合計と同じ重量（２６０ｇ）のチョコレートのカロリーは、１４５０ｋｃａ
ｌである。実施例２で得られる加工食品代替食品素材のカロリーは４９７ｋｃａｌであっ
たことから、カロリーが６６％カットされていることが分かる。この結果は、本発明によ
り、従来のチョコレートペーストと同等の風味を有するが薄味で、低カロリー、低脂肪の
代替食品素材を低コストで製造することができることを示している。また、従来のチョコ
レートペーストは温度管理が必要であるが、実施例２のチョコレートペーストは温度管理
が不要であるため、簡易に製造及び保管ができることが分かる。
【００６４】
実施例３〔カスタードクリーム様の加工食品〕
　高アミロース米５０ｇ及び牛乳１５０ｇを、実施例１と同様に炊飯及び機械的撹拌処理
した。得られる米ゲルを８０℃に調整し、これにレモン汁２０ｇ、洋酒適量及び砂糖６０
ｇを添加し、撹拌速度３０００ｒｐｍで２分間撹拌後に生クリームを加え、レモンクリー
ムとし、冷蔵庫で２時間４℃まで冷却した。パネラー１０人により、得られた加工食品の
外観、食感及び風味を市販のカスタードクリームと比較したところ、差はなく、さっぱり
として口解けのよい美味しいクリームができた。
【００６５】
　通常のカスタードクリームは、原料として卵及び薄力粉（小麦）を使用するが、いずれ
もアレルゲンとなり得る物質である。実施例３ではいずれも全く添加せずに製造すること
ができた。また、通常のカスタードクリームの製造の際には、加熱する、濾す、撹拌する
等の工程が必須であり、しかも確認しながらこれらの作業を行う必要があるため、手間と
時間がかかっていた。一方、実施例３では加熱も炊飯器で自動的に行うのみで、簡易に作
成することができた。この結果は、本発明により、低カロリー、低脂肪、アレルゲンフリ
ーの加工食品を低コストで簡易に製造することができることを示している。
【００６６】
実施例４〔レモンクリーム様の加工食品〕
　実施例３において得られるカスタードクリームに、レモン汁６５ｇと生クリーム１００
ｇを添加して混合した他は、実施例３と同様にしてレモンクリームを作成した。米５０ｇ
及び牛乳１５０ｇを、実施例１と同様に炊飯器で炊飯した。パネラー１０人により、得ら
れる加工食品の外観、食感及び風味を市販のレモンクリームと比較したところ、差はなく
、さっぱりとして口解けのよい美味しいクリームができた。
【００６７】
実施例５〔レアチーズムース様の加工食品〕
　高アミロース米５０ｇ及び牛乳１５０ｇを炊飯器で炊飯した。得られる糊化物を４０℃
以上に調整し、これにレモン汁４０ｇを添加し、手動以上の撹拌速度で１分間撹拌し、ク
リームチーズ様の加工食品を得た。得られる加工食品に、更に泡立てた生クリーム１６０
ｇ、砂糖５０ｇ及びレモン汁３５ｇを添加し、混合して４℃まで冷却した。パネラー１０
人により、得られた加工食品の外観、食感及び風味を市販のレアチーズケーキと比較した
ところ、差はなく、薄味でさっぱりとして美味しい風味であった。
【００６８】
　通常のレアチーズムースを、原料としてクリームチーズ２００ｇ、生クリーム２００ｇ
、砂糖５０ｇ、レモン汁１５ｇ、粉ゼラチン５ｇ、卵白６０ｇを用いて作成したとすると
、そのカロリーは３３５ｋｃａｌ／１００ｇである。得られる代替食品素材は、カロリー
は２５３ｋｃａｌであったことから、カロリーが２４％カットされていることが分かる。
また、実施例５において得られるレアチーズムースは、通常のレアチーズムースで用いる
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クリームチーズ及び卵白の代わりに、クリームチーズ様の加工食品を用いるので、アレル
ゲン（特に卵白）をカットすることができる。この結果は、本発明により、低カロリー、
低脂肪、アレルゲンフリーの加工食品を低コストで製造することができることを示してい
る。
【００６９】
実施例６〔シュークリーム生地様の加工食品〕
　高アミロース米８５ｇ及び水１７０ｇを炊飯器で炊飯した。得られる糊化物を８０℃に
調整し、これにレモン汁１５ｇ及び洋酒適量を添加し、撹拌速度３０００ｒｐｍで２分程
度撹拌した。ゲル化したところで卵２個、サラダ油７２ｇ及びベーキングパウダー５ｇを
添加し撹拌した。これを１０～３０個に分割し、それぞれをオーブン天板に並べて、１９
０～２００℃に加熱しておいたオーブンで１５～３０分間焼成した。
【００７０】
比較例１〔通常のシュークリーム生地〕
　薄力粉１２０ｇをふるいにかけた。卵５個をむらのないように溶いた。鍋に水１８７ｇ
、バター１０５ｇ、サラダ油１２ｇを入れ、細かな白い泡がでてくるまで強火で一気に沸
騰させた。完全に沸騰したら火から下ろし、薄力粉を一度に加えて粉っぽさ（玉）が無く
なるまで木ヘラで手早くよく練り混ぜた。練り混ぜながら再度２０秒程弱火にかけ生地を
温め、溶いた卵を約１個分加えて練り混ぜた。その後少しずつ卵を加えながら様子を見た
。得られる生地を冷却し、１０～３０個に分割して、それぞれをオーブン天板に並べて、
１９０～２００℃に加熱しておいたオーブンで１５～３０分間焼成した。
【００７１】
　実施例６で得られたシュー生地様の加工食品の外観、食感及び風味を比較例１のシュー
生地と比較したところ、実施例６では、シューの物性にカリカリ・サクサク感のある米の
特徴が活かされた食感を有し、大きく膨らんで、口どけがよく美味しい風味であった。
【００７２】
　実施例６においては薄力粉を使わず、卵及び油脂の使用量もかなり少ない（オイル３８
％カット）。よって、得られる加工食品カロリーが大幅にカットされており、加えてアレ
ルゲン（特に小麦）をカットすることができる。更に、比較例１においては生地作成の加
熱の際にかなりの熟練を要するが、実施例６ではこの加熱工程を省略でき、工程の数も大
幅に少ない。これらの結果は、本発明により、低カロリー、低脂肪、アレルゲンフリーの
加工食品を低コストで簡単に製造することができることを示している。
【００７３】
実施例７〔新規な食感の焼成菓子〕
　高アミロース米９０ｇ及び牛乳１８０ｇを炊飯器で炊飯した。得られる糊化物を６０℃
に調整し、これにレモン汁及び洋酒各適量を添加し、撹拌速度３０００ｒｐｍで２分程度
撹拌した。ゲル化したところで卵２個、サラダ油６０ｇ及びベーキングパウダー５ｇを添
加し撹拌した。得られる生地を３０～５０個に分割して成形し、それぞれをオーブン天板
に並べて、１９０～２００℃に加熱しておいたオーブンで１５～３０分間加熱した。得ら
れるパイの外観、食感及び風味をパネラー１０人で評価したところ、サクサク、カリカリ
して軽い食感であった。また、表面のコーティングをしていないにもかかわらず、光沢感
（艶感）を有していた。
【００７４】
　糊化物を機械撹拌して得られる米ゲルは膨張性を有し、かつゲルの粘性は卵と相性がよ
いので、加熱により膨張させ中空部分を形成させることにより軽い食感が形成される。表
面の艶感は米ゲル特有の光沢感が卵で強化されたものと推測される。通常のパイは原料と
して卵及び薄力粉を使用するが、実施例７ではいずれも全く添加せずに製造することがで
きた。この結果は、本発明により、低カロリー、低脂肪、アレルゲンフリーの加工食品を
低コストで製造することができることを示している。
【００７５】
実施例８〔麺様の加工食品（うどん１）〕



(15) JP WO2014/199961 A1 2014.12.18

10

20

30

40

50

　高アミロース米３００ｇ及び水３００ｇを炊飯器で炊飯し、カッターミキサーを用いて
１５００ｒｐｍで３分間撹拌した。得られた米ゲルを油圧製麺機（一刻、ＡＴ－１００、
株式会社アベ技研）で麺状に製麺した。破断試験をしたところ、破断応力は３×１０5Ｐ
ａであり、市販冷凍うどん（１．６×１０5Ｐａ）よりもコシがある硬さであった。
【００７６】
　破断試験の測定には、クリープメータ（ＲＥ２－３３００５　株式会社山電）を用いて
、プランジャー：くさび型（Ｎｏ．４９，Ｗ２０ｍｍ×Ｄ３０ｍｍ×Ｈ２５ｍｍ、先端角
４５°）、ロードセル容量２０Ｎ、試料台移動速度０．５ｍｍ／ｓ、変形率１００％、接
触面積６ｍｍ2で破断試験を行った。
【００７７】
実施例９〔麺様の加工食品（うどん２）〕
　実施例８の撹拌前に、真空ポンプで容器内を０．１気圧に減圧し、その状態で撹拌を行
った。得られた米ゲルを同様に油圧製麺機で押し出して麺状に製麺した。この米麺は、実
施例８の米麺と比較して、気泡及び水分が少なく、更にコシのある麺であった。実施例８
及び９の各米麺の動的粘弾性を測ったところ、常圧撹拌（実施例８）より、減圧撹拌（実
施例９）した方が貯蔵弾性率Ｇ’の値が大きく（実施例８：７．５６ｋＰａ→実施例９：
８．５４ｋＰａ）、より弾力のある麺が得られることが示された（図９）。パネラー１０
人により、実施例９で得られたうどん加工食品の外観、食感及び風味を市販冷凍うどんと
比較したところ、艶とともに、もちっとした食感とコシがあり、市販冷凍うどんより好ま
しい食感及び風味であった。
【００７８】
　動的粘弾性及び貯蔵粘弾性は、動的粘弾性測定装置（ＡＲ－Ｇ２、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔｓ）を用い、温度２５℃、周波数１Ｈｚ、応力１０Ｐａで測定した。
【００７９】
　実施例８及び９の結果は、本発明の製造方法により米を原料として麺様の加工食品を製
造することができることを示している。
【００８０】
実施例１０〔餅様の加工食品及び煎餅様の加工食品（米菓１）〕
　中アミロース米（コシヒカリ）３００ｇ及び水３９０ｇを炊飯器で炊飯し、カッターミ
キサーを用いて１５００ｒｐｍで４０秒間撹拌した。得られた米ゲルは、餅様の物性を示
し、両手で押し拡げるとパン生地のように薄皮になるまで伸びた（図１０）。食してみる
と食感は餅と同様であるが、口どけが餅よりも良かった。できた餅様の米ゲルは、成形性
が良く、伸ばしてのし餅として加工すること、丸餅として加工すること、餅菓子として利
用することなども可能である。
【００８１】
　また、この餅様の生地を、円形及び球状に成形し、オーブンで２２０℃にて焼成した。
その結果、図１１に示すように、円形状の生地では煎餅状に焼きあがり（図１１の右側）
、球形上の生地では、大きく球状に膨らみ、内部に空洞ができた焼き菓子（図１１の左側
）が得られた。食してみると、薄皮であるが硬くもあり、軽い食感の煎餅あるいはスナッ
ク菓子のようであった。
【００８２】
実施例１１〔餅様の加工食品及び煎餅様の加工食品（米菓２）〕
　高アミロース米３００ｇ及び水４５０ｇを炊飯器で炊飯し、カッターミキサーを用いて
１５００ｒｐｍで１分間撹拌した。得られた米ゲルは、実施例１０と同じような餅様の物
性を示し、両手で押し拡げるとパン生地のように薄皮になるまで伸びた。食してみると食
感は餅と同様であるが、口どけが餅よりも良かった。できた餅様の米ゲルは、成形性が良
く、伸ばしてのし餅として加工すること、丸餅として加工すること、餅菓子として利用す
ることなども可能である。
【００８３】
　また、この餅様の生地を、円形に成形し、オーブンで２２０℃にて焼成した。その結果
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、図１２に示すように、球形上の生地でも大きく球状に膨らみ、内部に空洞ができた焼き
菓子が得られた。食してみると、薄皮であるが硬くもあり、軽い食感の煎餅、あるいはス
ナック菓子のようであった。
【００８４】
　実施例１０及び１１の結果は、アミロースが含まれるうるち米から餅様の加工食品及び
スナック菓子様の加工食品を製造することができることを示している。
【００８５】
実施例１２〔焼成菓子〕
　中アミロース米（コシヒカリ）の米粉２２５ｇ及び牛乳２９３ｇを炊飯器で炊飯し、得
られる糊化物を、７０℃に調整し、カッターミキサーを用いて１５００ｒｐｍで３０秒間
程度撹拌した。ゲル化したところで油脂４７ｇと卵２個を添加し、撹拌した。これを１０
～３０個に分割し、それぞれをオーブン天板に並べて、２００℃に加熱したオーブンで３
０分間焼成した。できた焼き菓子は大きく膨らみ、外側も中もふんわり感のある食感であ
った（図１３）。
【００８６】
実施例１３〔アイスクリーム、冷菓子〕
　高アミロース米（モミロマン）２５０ｇ及び牛乳１２５０ｇを炊飯器で炊飯し、カッタ
ーミキサーを用いて３０００ｒｐｍで６０秒間撹拌した。得られた米ゲルは、一旦１０℃
以下になるように冷却した。冷却したゲルは再度カッターミキサーを用いて３０００ｒｐ
ｍで３０秒攪拌することで滑らかにした。ゲル２２５ｇに対し砂糖５０ｇを軽く混ぜ、予
め冷凍庫内で冷やしたアイスクリーム製造機（アイスクリームメーカー、ＤＬ－０２７２
、貝印株式会社）に入れ攪拌しながらアイスクリームに加工した。
【００８７】
　出来上がったアイスクリームは、非常に滑らかであり、見た目は非常にきめの細かいミ
ルクアイスのようである（図１４）。食してみると食味は非常に口どけも良い濃厚なアイ
スクリームそのものであるが、さっぱりした後味が特徴であった。また口どけが良いのに
、常温で完全な液体にならないことも特徴であった。そのためコーンに乗せると、解け始
めの状態でも滴り落ちることがなかった。また、生クリーム、チョコレートチップ、フロ
ーズンフルーツなどのトッピング、及び、ミルク味以外（バニラ、チョコレート、ストロ
ベリー、抹茶など）の味付けと非常に合うが、無くてもそのままで十分美味しさがあった
。
【００８８】
実施例１４〔イチゴムース様のアレルギー対応加工食品〕
（ココナツクリーム粥及び米ゲル）
　高アミロース米１６０ｇを水５０ｇ及びココナツクリーム５１０gと共に炊飯し、ココ
ナツクリーム粥を調製した。ココナツクリーム粥をカッターミキサーを用いて３０００ｒ
ｐｍ－２分の条件で撹拌し、米ゲルを作成した。
【００８９】
（イチゴムース）
　上記の米ゲルを３０℃まで冷却した後、これを含む以下の原料を混合して、イチゴムー
ス様の加工食品を作成した。得られたイチゴムースは、牛乳、卵及びゼラチンを使わない
アレルギー対応食品として有用であるが、それらを使った従来のイチゴムースと変わりな
い風味であった（図１５）。
　米ゲル　１００ｇ
　オレンジジャム　２５ｇ
　豆乳クリーム　５０ｇ
　グラニュー糖　１０ｇ
　湯　１５ｇ
　レモン果汁　３ｇ
【００９０】
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実施例１５〔チョコレートムース様のアレルギー対応加工食品〕
（アーモンドクリーム粥及び米ゲル）
　高アミロース米１６０ｇを水５０ｇ及びアーモンド乳５１０ｇとともに炊飯し、アーモ
ンドクリーム粥を調製した。アーモンドクリーム粥をカッターミキサーを用いて３０００
ｒｐｍ－２分の条件で撹拌し、米ゲルを作成した。
【００９１】
（チョコムース）
　上記の米ゲルを３０℃まで冷却した後、これを含む以下の原料を混合して、チョコムー
ス様の加工食品を作成した。得られたイチゴムースは、牛乳、卵及びゼラチンを使わない
アレルギー対応食品として有用であるが、それらを使った従来のチョコムースと変わりな
い風味であった（図１６）。
　米ゲル　１２０ｇ
　ココア　３０ｇ
　グラニュー糖　４０ｇ
　湯　６５ｇ
　豆乳クリーム　３７ｇ
　カラメル　少量
【００９２】
実施例１６〔モカクリーム様のアレルギー対応加工食品〕
（豆乳粥及び米ゲル）
　高アミロース米１６０ｇを水５０ｇ及び豆乳５１０ｇとともに炊飯し、豆乳粥を調製し
た。豆乳粥をカッターミキサーを用いて３０００ｒｐｍ－２分の条件で撹拌し、米ゲルを
得た。
【００９３】
（モカクリーム）
　上記の米ゲルを６０℃まで加熱した後、これを含む以下の原料を混合して、モカクリー
ムを作成した。得られたモカクリームは、牛乳、卵及びゼラチンを使わないアレルギー対
応食品として有用であるが、それらを使った従来のモカクリームと変わりない風味であっ
た。
　米ゲル　１２０ｇ
　豆乳クリーム　６０ｇ
　グラニュー糖　３２．４ｇ
　インスタントコーヒーの粉　２．７ｇ
　湯　６５ｇ
　オレンジリキュール　９ｇ
【００９４】
実施例１７〔玄米を用いたシュー生地様の加工食品〕
（粥及び米ゲル）
　高アミロース米の玄米２３０ｇを水５６０ｇとともに炊飯し、粥を調製した。粥６００
ｇをカッターミキサーを用いて３０００ｒｐｍ－１分の条件で撹拌した。レモン汁１１ｇ
、洋酒（ラム）５ｇを更に加え、カッターミキサーを用いて３０００ｒｐｍ－１分の条件
で撹拌し、米ゲルを作成した。
【００９５】
（シュー生地）
　続いて、上記米ゲルを含む以下の原料を混合し、約２０～２２個に等分して成形後、実
施例６と同様の条件で焼成しシュー生地を作成した。得られたシュー生地は、小麦粉を原
料に含む従来のシュー生地や実施例６のシュー生地より香ばしい風味であった。実施例１
６のモカクリームを挟んだところ、従来のシュークリームより更においしい風味であった
（図１７）。
　米ゲル　１１０ｇ
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　卵（Ｍサイズ）　１個
　油　大さじ２
　発泡剤　適量
【００９６】
　玄米は精米の手間がない等の理由でコストが安く栄養価も高いが、その反面特有のクセ
のある味を呈するという問題があった。本発明においては玄米にゲル転換を生じさせるこ
とにより、クセのある味が減少又は消滅させることができるものと推測される。本実施例
の結果は、本発明においては玄米を用いることにより、玄米のくせのある味を低減又は消
滅させることができるので、玄米の豊富な栄養分を有する加工食品を安価に得ることがで
きることを示している。なお、本明細書中の実施例において「玄米」と特記しない場合に
は白米を用いている。
【００９７】
実施例１８〔中アミロース米を用いたシュー生地様の加工食品〕
（牛乳粥及び米ゲル）
　中アミロース米（コシヒカリ）２３０ｇを水８５ｇ及び牛乳３７５ｇとともに炊飯し、
牛乳粥を調製した。牛乳粥６００ｇをカッターミキサーを用いて３０００ｒｐｍ－１分の
条件で撹拌した。レモン１１ｇ、洋酒（ラム）５ｇを更に加え、カッターミキサーを用い
て３０００ｒｐｍ－１分の条件で撹拌し、米ゲルを作成した。
【００９８】
（シュー生地）
　続いて、上記米ゲルを含む以下の原料を混合し、約２０～２２個に等分して成形後、実
施例１２と同様の条件で焼成し、シュー生地を作成した。得られたシュー生地は、小麦粉
を原料に含む従来のシュー生地と変わりない風味であった。実施例１６のモカクリームを
挟んだところ、従来のシュークリームと変わらない風味であった。
　米ゲル　１１０ｇ
　卵（Ｍサイズ）１個
　油　大さじ２
　発泡剤　適量
【００９９】
　中アミロース米は、全体的に軟らかいので扱いが容易であり、多量に流通しているので
入手が容易である。高アミロース米と比較して粘性及び弾性が低いため、ペースト系の加
工食品（ムース、ペースト等）に適している。本実施例の結果は、本発明において一般に
炊飯米として流通している中アミロース米を用いても、風味の良好な加工食品を容易に製
造することができることを示している。
【０１００】
実施例１９〔チョコゲル様のアレルギー対応加工食品〕
（アーモンド乳粥及び米ゲル）
　高アミロース米１６０ｇを水５０ｇ及びアーモンド乳３５０ｇとともに炊飯し、アーモ
ンド乳粥を調製した。アーモンド乳粥５６０ｇをカッターミキサーを用いて３０００ｒｐ
ｍ－２分の条件で撹拌し、米ゲルを作成した。
【０１０１】
（チョコゲル）
　上記の米ゲルを含む以下の原料を手で混合して、チョコゲルを作成した（図１８）。
　米ゲル　　　　１２０ｇ
　ココアパウダー　３０ｇ
　グラニュー糖　　３０ｇ程度
　湯　　　　　　　４０～６０ｇ
　リキュール　　　５～１０ｇ
　塩　　　　　　　　０．１～０．３ｇ
【０１０２】
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実施例２０〔ガトーショコラ様のアレルギー対応加工食品〕
　実施例１９で得られたチョコゲルに以下の原料を混合して手で撹拌し、オーブンで１８
０℃、４０分の条件で焼成し、ガトーショコラを作成した。得られたガトーショコラは、
牛乳、卵及び小麦粉を使わないアレルギー対応食品として有用であるが、それらを使った
従来のガトーショコラと変わりない風味であった（図１９）。
　チョコゲル　　　２００ｇ
　コーンスターチ　　５０ｇ
　タピオカスターチ　２０ｇ
　膨化剤　　　　　　　２．５ｇ
【０１０３】
実施例２１〔チョコペースト様のアレルギー対応加工食品〕
　実施例１９で得られたチョコゲルに、以下の材料を混合し、滑らかになるまで（例えば
、３分程度）手で撹拌した。得られたチョコレートペーストは、牛乳及び卵を使わないア
レルギー対応食品として有用であるが、それらを使った従来のチョコレートペーストと変
わりない風味であった。
　チョコゲル　　　　　　　　２２５ｇ
　湯　　　　　　　　　　　　　２０ｇ
　グラニュー糖　　　　　　　　２０ｇ
　ココア　　　　　　　　　　　２０ｇ
　豆乳ホイップクリーム又は湯　適宜
【０１０４】
実施例２２〔チョコゲル及びチョコペースト様の加工食品〕
（牛乳粥及び米ゲル）
　高アミロース米１６０ｇを水５０ｇ及び牛乳３５０ｇとともに炊飯し、牛乳粥を調製し
た。牛乳粥５６０ｇをカッターミキサーを用いて３０００ｒｐｍ－２分の条件で撹拌し、
米ゲルを作成した。
【０１０５】
（チョコゲル）
　上記の米ゲルを含む以下の原料を混合し手で撹拌して、チョコゲルを作成した。なお、
以下の原料を米ゲル作製時（カッターミキサーを用いての撹拌時）に混合しても、同様の
チョコゲルを作成することができた。
　米ゲル　　　　１２０ｇ
　ココアパウダー　３０ｇ
　グラニュー糖　　５０ｇ
　湯　　　　　　　６０ｇ
　リキュール　　　１０ｇ
　塩　　　　　　　　０．２ｇ
【０１０６】
（チョコペースト）
　前記チョコゲルに以下の材料を混合し、滑らかになるまで（例えば、３分程度）手で撹
拌した。得られたチョコレートペーストは、従来のチョコレートペーストと変わりない風
味であった。
　チョコゲル　　　　　　　　２２５ｇ
　湯　　　　　　　　　　　　　２０ｇ
　グラニュー糖　　　　　　　　２０ｇ
　ココア　　　　　　　　　　　２０ｇ
　豆乳ホイップクリーム又は湯　適宜
【０１０７】
実施例２３〔中アミロース米を用いたチョコゲル及びチョコクリーム様のアレルギー対応
加工食品〕
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（アーモンド乳粥及び米ゲル）
　中アミロース米（ひとめぼれ）２００ｇを水７５ｇ及びアーモンド乳３２５ｇとともに
炊飯し、アーモンド乳粥を調製した。アーモンド乳粥６００ｇをカッターミキサーを用い
て３０００ｒｐｍ－２分の条件で撹拌し、米ゲルを作成した。
【０１０８】
（チョコゲル）
　上記の米ゲルを含む以下の原料を混合し手動で撹拌して、チョコゲルを作成した。
　米ゲル　　　　　６０ｇ
　ココアパウダー　１５ｇ
　グラニュー糖　　１５ｇ
　湯　　　　　　　１５ｇ
　リキュール　　　　５ｇ
　塩　　　　　　　　０．１ｇ
【０１０９】
（チョコレートクリーム）
　チョコゲルを６０℃程度に加温し手で撹拌後、豆乳ホイップクリームと混合し手で撹拌
した。得られたチョコレートクリームは、牛乳及び卵を使わないアレルギー対応食品とし
て有用であるが、それらを使った従来のチョコレートクリームと変わりない風味であった
（図２０）。
　チョコゲル　　　　　　７０ｇ
　豆乳ホイップクリーム　適量
【０１１０】
実施例２４〔スポンジケーキ様のアレルギー対応加工食品〕
（アーモンド乳粥及び米ゲル）
　高アミロース米１８０ｇを水５５ｇ及びアーモンド乳３０５ｇとともに炊飯し、アーモ
ンド乳粥を調製した。アーモンド乳粥５４０ｇをカッターミキサーを用いて３０００ｒｐ
ｍ－２分の条件で撹拌し、米ゲルを作成した。
【０１１１】
（スポンジケーキ）
　上記の米ゲルを含む以下の原料を混合し手動で撹拌し、１８０℃にて４０分程度焼成し
、スポンジケーキを作成した。得られたスポンジケーキは、牛乳、卵及び小麦粉を使わな
いアレルギー対応食品として有用であるが、それらを使った従来のスポンジケーキと変わ
りない風味であった（図２１）。実施例２２、２３のそれぞれで得られたチョコペースト
を塗布したところ、良好な風味のチョコレートケーキを得ることができた（図２２）。ま
た、焼成の際小さな型を使えばビスケット様の加工食品も得られるものと思われた。
　米ゲル　　　　　１００ｇ
　砂糖　　　　　　　３０ｇ
　水　　　　　　　　５０ｇ
　コーンスターチ　　４０ｇ
　タピオカスターチ　２０ｇ
　膨化剤　　　　　　　３ｇ
　レモン果汁　　　　適宜
【０１１２】
実施例２５〔シュークリーム様のアレルギー対応加工食品〕
（アーモンド乳粥及び米ゲル）
　高アミロース米１８０ｇを水５５ｇ及びアーモンド乳３０５ｇとともに炊飯し、アーモ
ンド乳粥を調製した。アーモンド乳粥５４０ｇをカッターミキサーを用いて３０００ｒｐ
ｍ－２分の条件で撹拌し、米ゲルを作成した。
【０１１３】
（シュー生地）
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　続いて、上記の米ゲルを含む以下の原料を混合し、約２０～２２個に等分して成形後、
実施例６と同様の条件で焼成しシュー生地を作成した。得られたシュー生地は、牛乳、卵
及び小麦粉を使わないアレルギー対応食品として有用であるが、それらを使った従来のシ
ュー生地と変わりない風味であった。実施例２４で得られたチョコクリームを挟んで得ら
れたシュークリームは、良好な風味であった（図２３）。
　米ゲル　　　　　　８０ｇ
　オイル　　　　　　　９ｇ
　米粉（コシヒカリ）　５ｇ
　タピオカ　　　　　　１ｇ
　膨化剤　　　　　　　３ｇ
【０１１４】
実施例２６〔米３０％置換の食パン様の加工食品〕
（米ゲル）
　米３００ｇを水６００ｇとともに炊飯し、粥を調製した。粥９００ｇを用いて３０００
ｒｐｍ－２分の条件で撹拌し、米ゲルを作成した。
【０１１５】
（７０％加水パン（小麦の３０％を米重量で置換））
　続いて上記の米ゲルを含む以下のショートニング以外の原料をミキシングした。その際
、上記米ゲルに水１００ｇを加えて１０００ｇとした。ミキシング条件は、低速（１５０
ｒｐｍ）３分、中速（２５０ｒｐｍ）１分で行った。次いでショートニングを添加した後
、最終的にパン生地温度が２７℃になる条件でミキシングした（例えば低速４分、中速１
分）。
　強力粉　　　　７００ｇ
　米ゲル＋加水　　　　　１０００ｇ（米の量　３００ｇ）
　砂糖　　　　　　６０ｇ
　塩　　　　　　　２０ｇ
　スキムミルク　　２０ｇ
　ショートニング　５０ｇ
　ドライイースト　１０ｇ
　計　　　　　１８６０ｇ
【０１１６】
　次に一次発酵を行った。一次発酵は、２７℃、７５％ＲＨに設定したドウコンディショ
ナー内で行った。
【０１１７】
　パン生地を４２０ｇずつ分割して丸めを行った。その後、２７℃、７５％ＲＨに設定し
たドウコンディショナー内で２０分間ベンチタイム（生地の寝かせ）をとった。加えて、
圧延幅４．５ｍｍに設定したモルダ（ＷＲ－０１、株式会社オシキリ）でパン生地の圧延
を行った。その後、台形型の食パン一斤型（内寸法：上底９ｃｍ、下底７ｃｍ、高さ８ｃ
ｍ、奥行き１９ｃｍ）にパン生地を詰め、３８℃、８５ＲＨ％に設定したホイロ槽（トー
クホイロ、戸倉商事株式会社）内で５０分間発酵を行った。その後オーブン（７３９　Ｓ
ｈｏｐ　Ｏｖｅｎ、Ｒｅｖｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＡＢ）を用いて２００
℃で２０分間焼成を行った（図２４）。米粉パン（小麦粉の３０重量％を米粉で置換）及
び小麦粉１００％パン（加水７０％）のそれぞれの比容積は、４．３ｃｍ3／ｇ、５．１
ｃｍ3／ｇであったのに対し、実施例２６で得られた食パンの比容積は５．５ｃｍ3／ｇで
あった。また、実施例２６の食パンは、同じ３０％置換の米粉パン及び小麦粉１００％パ
ンと比較して、甘みがあり、光沢が出てきれいな焼き色であった。このことは、本発明に
おいて、白米、玄米等から得た米ゲルを利用して得られるパンは、グルテン、発泡剤等の
副材料が添加されていないにもかかわらずよく膨らむことを示している。
【０１１８】
実施例２７〔米２０％置換の食パン様の加工食品〕
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（８０％加水パン（小麦粉の２０重量％を米で置換））
　強力粉８００ｇ、米ゲルに水を加えて、１０００ｇ（米の量２００ｇ）になるようにし
たほかは、実施例２７と同様に食パン（８０％加水パン（小麦の２０％を米重量で置換）
）を作成した（図２５）。
【０１１９】
　得られた食パンは、非常に軟らかく、甘味が向上し、焼き色もよく老化が遅かった。ま
た、実施例２７のパンは、グルテン、発泡剤等の副材料を添加していないにもかかわらず
、小麦粉のみで製造した小麦粉１００％パン（８０％加水、図２６）の比容積が３．９ｃ
ｍ3／ｇであったのと比較して比容積が５．０ｃｍ3／ｇ（実施例２７、図２５）であった
。このことは、加水量の多い小麦粉パンは通常膨らみにくくなるが、本発明において米ゲ
ルを添加することで、パンの比容積を大幅に向上させることができ、風味を向上させられ
ることを示している。
【０１２０】
　なお、米ゲルを添加する場合、加水量９０％であってもパンを得ることができたが、従
来の小麦粉のパンでは加水量が９０％であると成形が不可能となりパンを得ることができ
なかった。このことは、本発明により、加水量を問わず良好な風味のパンを得ることがで
きることが分かる。
【０１２１】
実施例２８〔マヨネーズ様の加工食品〕
（豆乳粥及び米ゲル）
　高アミロース米２００ｇを豆乳（又はアーモンド乳など）６００ｇとともに炊飯し、豆
乳粥を調製した。豆乳粥８００ｇをカッターミキサーを用いて３０００ｒｐｍ－２分の条
件で撹拌し、米ゲルを作成した。
（マヨネーズ）
　続いて以下の原料を混合して、マヨネーズ（又はディップ）を作成した。得られるマヨ
ネーズは、牛乳及び卵を使わないアレルギー対応食品として有用であるが、それらを使っ
た従来のマヨネーズと変わりない風味であった。
　米ゲル　１００ｇ
　酢　　　　３０ｇ
　ハチミツ　　１ｇ
　胡椒　　　少々
　湯　　　　１０ｇ
【０１２２】
　実施例の結果により、本発明の製造方法により得られる加工食品は以下の性質を発揮す
ることができることがわかる。
【０１２３】
〔成形性〕
　本発明においては、米ゲルの物性（高加水条件下での形状維持力）が発揮され成形（型
抜き、丸め、搾り出し）の容易な加工食品を得ることができる。一例として図１に、実施
例３のカスタードクリーム様の加工食品を搾り袋に入れ搾り出し成形した状態を示す。こ
のほか、成形性を生かして、シュー生地、パイ生地、クッキー生地、クロワッサンなど高
加水条件での焼成菓子の代替食品素材を得ることができる。また、実施例１０及び１１の
とおり、餅様の加工食品も容易に作成することができる。
【０１２４】
〔形状維持性〕
　本発明における加工食品は、常温、低温下での形状維持が可能であるため、型で簡単に
成形でき、硬化剤（卵、ゼラチン）の添加を省略することができる。例えば、通常の生ク
リームは常温下で形状維持が困難であるが、本発明では生クリームの材料の一部を米ゲル
に代替し、加工プロセス工程として事前に米ゲルの撹拌を行い物性をコントロールするこ
とで、常温でも形を保つことが可能な生クリームの加工食品を得ることができる（図２）
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。また、実施例８及び９のとおり、いわゆる繋ぎを添加しなくとも麺様の加工食品を得る
ことができる。生クリーム様の加工食品は常温でゼラチン様のゲル化作用を発揮するため
、大量の生菓子作成時に低温庫の確保が不要である。また、ゼラチンなどの保形性を要す
る食品への活用幅は広い。一方、実施例１３のように、本発明においてアイスクリームの
材料の一部又は全部を任意の食感に合わせて米ゲルに代替すれば、溶けにくい（離水しに
くい）アイスが可能である。
【０１２５】
〔増粘性〕
　本発明においては、米ゲルが本来有する増粘性が加工プロセス工程により制御されるの
で、各食品素材に応じて適度な増粘性を発揮することができる。
【０１２６】
〔耐老化性〕
　本発明における加工食品は、優れた耐老化性を有する。実施例５のレアチーズムース様
の加工食品を冷蔵庫で１週間保存したところ、保存後も硬くならず、ソフトな食感を保持
していた（図３）。
【０１２７】
〔難離水性〕
　本発明における加工食品は難離水性を有するため、冷凍、解凍を繰り返しても作成時の
食感を維持することができ、シュークリームのクリーム又はコーンと組み合わせるアイス
クリームとして有用である。例えば実施例３のクリーム様の加工食品を実施例６のシュー
生地様の加工食品と組み合わせて作製されたシュークリームは、冷凍と解凍を繰り返して
も水が染み出すことがなく、通常のシュークリームの風味、食感を損なわせることがなか
った（図４）。実施例１３のアイスクリーム様の加工食品は、常温でも完全な液体となら
なかった（図１４）。
【０１２８】
〔膨張性〕
　本発明における加工食品は膨張性を有する。実施例６のシュー生地様の加工食品は大き
く膨らみ、中に空洞を形成していた（図５及び６）。また、実施例７及び１２の焼成菓子
は、中に空洞ができるほど大きく膨らんでいた（図７、８、１１及び１２）。実施例２６
及び２７の食パンもよく膨らんでいた。
【０１２９】
〔離吸水性及び難吸油性〕
　ゲル化しない状態の米は水及び油の吸収が良好であるが、米ゲルは水及び油と混合しに
くく、中でも低温の米ゲルに水及び油を混ぜることは困難である。従って、米ゲルを用い
ることにより余剰な水及び油の吸収を抑制し、サクサクした食感を有する加工食品を得る
ことが可能である。また、米ゲル表面に水又は油を塗布することで成形や焼成方法を制御
することもできる。
【０１３０】
〔アレルゲンの除去又は低減化〕
　従来牛乳、卵、小麦、ソバ、落花生、エビ、カニ、ゼラチン等の、アレルゲンとなり得
るタンパク質を原料に含む食品において米ゲルを原料に用いることにより、アレルゲンを
除去又はアレルゲンの量を低減化することができる。例えば実施例３～６で得られた加工
食品は、卵を用いていないにも関わらず従来の食品と同等又はそれ以上に好ましい風味を
呈していた。実施例１４～１６で得られた加工食品は、牛乳の代わりに植物由来のミルク
を用いているにもかかわらず、従来の対応する食品と同等の好ましい風味を呈していた。
実施例１、２、７、１２、１３、１８、１９～２１、２３～２５及び２８では、牛乳及び
／又は卵を使用しているが、その量は従来の対応する食品よりも低減されており、それで
も従来の対応する食品と同等の又は好ましい風味を呈していた。これらの結果は、本発明
においては、米ゲルを原料として目標とする加工食品に最適な物性を付与する加工プロセ
スを行うことにより副材料としてアレルゲンを添加せずに、本来アレルゲンが添加されて
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いるような風味の加工食品を得ることができることを示している。アレルゲンが添加され
ていない本発明の加工食品は、アレルギー者用の代替食品、アレルゲンの量が低減化され
た本発明の加工食品は、減感作治療用の食品として利用することができる。
【０１３１】
〔各種の米の用途拡大〕
　本発明においては、高アミロース米及び／又は中アミロース米を含む米であれば制限な
く用いることができる。例えば、実施例１～１１、１３～１７では高アミロース米を用い
て、実施例１２、１８及び２３では中アミロース米を用いて、それぞれ高品質の加工食品
を得ている。また、本発明においては、白米と玄米のいずれを用いてもよい。例えば、実
施例１～１６及び１８は白米を、実施例１７では玄米を用いて、それぞれ高品質の加工食
品を得ている。このように、本発明によれば、各種類、形態のコメを利用できるので、そ
れぞれの用途を拡大することができる。また、地域により生産されているコメの種類は異
なる場合が多いが、本発明では高アミロース米及び／又は中アミロース米を含む米であれ
ば制限なく利用できるので、低コストでの実施が可能である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図２１】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月1日(2014.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高アミロース米及び／又は中アミロース米を含む米に、０．５倍量を超える水分を添加
して一次加熱処理し、
　得られる糊化物を回転数６０ｒｐｍ以上で撹拌する機械的撹拌処理を行い、
　得られる米ゲルに副材料を添加して撹拌及び／又は混合し、
　得られる処理物の冷却処理を行う、
　クリーム状、ペースト状、ムース状、ディップ状又はゲル状の加工食品素材又は加工食
品の製造方法であって、
　水分は、水、又は、牛乳及び植物乳、および果汁から選ばれる１以上の液体、もしくは
該液体と水との混合液である、方法。
【請求項２】
　米ゲルを撹拌及び／又は混合する前に冷却する、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　加工食品が、チョコレートペースト、クリームチーズ、カスタードクリーム、レモンク
リーム、レアチーズムース、アイスクリーム、イチゴムース、チョコレートムース、モカ
クリーム、チョコゲル、チョコクリーム、又はマヨネーズ様加工食品である、請求項１又
は２に記載の製造方法。　
【請求項４】
　高アミロース米及び／又は中アミロース米を含む米に、０．５倍量を超える水分を添加
して一次加熱処理し、
　得られる糊化物を回転数６０ｒｐｍ以上で撹拌する機械的撹拌処理を行い、
　得られる米ゲルに副材料を添加して撹拌及び／又は混合し、
　撹拌及び／又は混合後の処理物の加熱を行う、
　焼成菓子、シュー生地、ケーキ、パイ、スナック菓子、タルト生地又はパン様の加工食
品素材又は加工食品の製造方法であって、
　水分は、水、又は、牛乳及び植物乳、および果汁から選ばれる１以上の液体、もしくは
該液体と水との混合液である、製造方法。
【請求項５】
　加熱前に副材料を添加する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　高アミロース米及び／又は中アミロース米を含む米に、０．５倍量を超える水分を添加
して一次加熱処理し、
　得られる糊化物を回転数６０ｒｐｍ以上で撹拌する機械的撹拌処理を行い、
　得られる米ゲルを加圧又は成形する、
　麺状又は餅状の加工食品素材又は加工食品の製造方法であって、
　水分は、牛乳及び植物乳、および果汁から選ばれる１以上の液体、又は該液体と水との
混合液である、方法。
【請求項７】
　機械的撹拌処理の前に副材料を添加する、請求項１～６のいずれか一項に記載の製造方
法。
【請求項８】
　牛乳及び植物乳から選ばれる１以上の液体の水分に占める含量が、５０重量％以上であ
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る請求項１～７のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項９】
　加工食品素材又は加工食品が、小麦、卵、牛乳、乳製品および脂肪から選ばれる１以上
が低減又は除去されている、代替食品素材又は代替食品である、請求項１～８のいずれか
一項に記載の製造方法。　
【請求項１０】
　加工食品素材又は加工食品が、ダイエット用、メタボリックシンドローム改善又は予防
用、咀嚼・嚥下困難者用、又はアレルゲン除去用である請求項１～９のいずれか一項に記
載の製造方法。　
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の製造方法で得られる加工食品素材又は加工食品
。
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