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常任理事常任理事常任理事常任理事    岡阿弥岡阿弥岡阿弥岡阿弥    靖正靖正靖正靖正    

 

 8 月に韓国の農業を視察する機会があった｡日本でも TPP（環太平洋戦略的経済的連携

協定）の議論が盛んになり、米韓 FTA 交渉が進展している韓国の農業界はどういう意見

を持っているか訊きたいという気持ちで臨んだ。視察では政府機関の農村経済研究院、

農協中央会、農協、農民団体から説明を受け、それぞれの見解を聞いた。それらの詳細

は省くが、次の 2 つが印象に残った。 

 一つは、韓国の対 EU や対米の FTA は、かなり高い自由化率で締結されているが米を

例外としていることである。そのことで、農業界の人たちの話を聞いても果樹や畜産の

打撃は大きく自由化に厳しい批判を持っているが、一つの安堵感のようなものが感じら

れた。経済研究院の試算では、農業生産への打撃は対米で果樹と畜産を中心に 3%、対

EU で畜産を中心に 0.8%とのことである。逆に彼らから､米も例外としない TPP に日本は

参加し「農業大国を相手にどうやって生きていけるのか」と、疑問をぶつけられた。稲

作を中心とする農業は日韓共通して農村社会を形成しており、それを壊して農村社会や

社会全体が成り立つのかという率直な疑問のように受け取った。韓国政府は畜産、果樹

については、輸入による価格下落の 85%は補填するという補償政策を出しているが、兼

業機会が極端に少なく、05 年の調査でも「後継者あり」と回答した農家は 3.5%に過ぎ

ないという状況を見れば、農村社会の危機は深刻と感じた。 

 もう一つは、自給率の問題である。自給率という概念は農業問題として生産者側の問

題のように受け取られているが、本質は国民の食糧をどう安定的に確保するかという食

糧政策の問題であり、生活者側の問題である。韓国の自給率も日本と同様、カロリーで

40%台前半、穀物で 20%台後半という状況である。びっくりしたのは、FTA で自給率を高

めるのは更に難しくなったが、それを補完するものとして「自主率」という概念で韓国

企業の海外農業開発を応援し、韓国の国策として推進していることである。すでに新聞

でも報道されているが、韓国企業が海外で土地を 50 年程度長期に賃借し大豆などの穀

物生産を行いそれを輸入して、低い自給率を補完しようという政策である。海外に韓国

のための土地を確保すること、相手国の食糧政策があるのに需給逼迫時に生産物を韓国

に持ってこようとすることなど問題が様々あるが、研究院の穀物自給の試算では、20

年までに国内生産を現在の25%から30%に引き上げ、海外からの自主確保を25%確保し、

合計 55%を韓国政府として確保する、将来は 65%にするという計算がされている。国内

自給と並べて韓国企業の海外農業生産物をカウントするのは全くのごまかしのように

思えるが、国際的な食糧需給の逼迫化傾向の中で、食糧安保の観点から出されてきてい

るようにも考えられ、苦肉の策として笑えないような気もする。また、米韓 FTA で食糧
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の対米依存度が上がると試算されているが、そうしたことを回避する意味もあるのかと

いう推測も成り立つ。 

 韓国政府は FTA 推進で農産物の自由化にも積極的に対応してきたが、国民の世論や運

動に押されて（米を自由化したら政権が持たないと言われている）米を自由化対象から

外したことや、食糧安保の観点での政策を持っていることなど、農村政策、食糧政策両

面について、現在の環境下でそれなりにまともに取り組んでいる印象を受けた。 

 翻って、日本の TPP 参加であるが、ハワイでの参加表明で首相が米国向けと、国内向

けとで言い方を違えているなどスタートからまともではない。日本の政府の議論は農業

の競争力強化一辺倒で、農村をどうするか、食糧の安定的確保をどうするかなどについ

てのまともな議論を聞いたことがない。 

 政府の機関である農水省は、TPP 参加により農産物の関税がなくなり、それが参加国

以外にも波及すれば、食糧自給率はカロリー計算で 13%になり、米で国内に残るのはわ

ずかに 10%、チーズ、バターは残らず、国内で作っている牛肉の 75%、豚肉の 70%が輸

入に置き換わると試算している。この試算と、政府の自給率目標 50%とはあまりにも開

きが大きい。農地面積で一戸当たりアメリカは日本の約 100 倍、オーストラリアは約

1900倍といわれ、これからの政策で一戸当たり 20～30ヘクタールにしたところでどう

やって太刀打ちするのか、財界は競争力をつけろ、そのためには企業の参入も必要とい

うが、そうすれば食糧政策として自給率 50%を達成できるのか、政府も財界もその議論

を回避している。まともな農村政策も食糧確保政策もないということは、農民も国民も

置き去りにするということである。日本の場合も韓国と同様、農業生産の軸であり食糧

確保の要である米を守るということからスタートしないと政策が立てられないように

思う。 

 今のままの無責任な政府の姿勢では、TPP 交渉もアメリカの要求丸呑みになりかねな

い。我々国民がよほどしっかりしないと「国敗れて山河なし」となる可能性がある。政

府の試算でも、ASEAN プラス 6で自由貿易圏をやった方が、GDP への影響も TPP の倍で

経済効果も高く、農業についてもより緩やかな自由化で進むと予測され、日本社会に向

いているよりよい選択と思われるが、何故 TPP を急ぐのだろうか。経済以外の側面が大

きいのだろうか、疑問は尽きない。 
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10㌃当たり㌃当たり㌃当たり㌃当たり 1㌧めざし進む「多収米品種」㌧めざし進む「多収米品種」㌧めざし進む「多収米品種」㌧めざし進む「多収米品種」の開発の開発の開発の開発 

米粉用、飼料用で米粉用、飼料用で米粉用、飼料用で米粉用、飼料用で 5年間に年間に年間に年間に 5品種以上育成が目標品種以上育成が目標品種以上育成が目標品種以上育成が目標 

竹村竹村竹村竹村    晃晃晃晃（（（（ジャーナリストジャーナリストジャーナリストジャーナリスト））））    

 

 

 政府の食料自給率向上政策の一環として、水田の有効利用を図る目的で飼料用や米粉

用など、米の非主食用利用に注目が集まっている。「農業者戸別所得補償制度」政策で、

飼料用米、米粉用米などの新規需要米※の作付け助成（交付金単価）を、10㌃ 8万円と

強化したことも、増産気運に拍車をかける大きな要因だ。ちなみに、農水省がまとめた

今年の飼料用米の作付面積は、前年に比べ 1万 9000㌶も増え 3万 4000㌶に達し、同じ

く米粉用米も 2400㌶増えて 7300㌶になった。 

 農水省は近年、飼料用米、米粉用米などの利用拡大に向け、「多収米品種」の開発に

力を入れ、地域別の適性品種の選定や栽培管理、家畜への給与などについての技術開発

を推進し、その成果も全国各地の生産現場に普及し始めてきた。これら非主食用に向け

た米生産では、流通価格が主食用に比べ大幅に低いため、多収穫、低コスト生産が求め

られる。このため、食味は問わず、収量が多く、病害に強く、耐倒伏性や耐肥性にも優

れ、低コスト栽培が可能な品種を普及させるのが喫緊の課題となっている。 

 農水省は昨年 4 月、農林水産研究開発の 10 年後の重点目標を示した新たな「農林水

産研究基本計画」を策定した。食料自給率 50%の達成、農業の 6次産業化推進、温暖化

に適応した品種・栽培技術の開発などに加え、「米粉・飼料用多収稲の育成」に重点を

置いた研究を推進することをうたっている。また、昨年度から、多収米品種開発に向け

て新たなプロジェクト研究をスタートさせた。研究期間は 5 年間で、現在の平均的な飼

料用品種より収量が 3 割程度多い 10㌃当たり 1 トン（玄米）の多収品種を、5 品種以

上育成することを目指す。同省によると「モミロマン」など既にある飼料用に適した品

種の収量は、10㌃当たり 800～700キロ（玄米）が一般的。収量を 1 トンに高めること

で、さらに生産コストを抑えることができる。主食用への転用を防ぐため、飼料用米の

新品種は主食用米と容易に見分けられるように、色素のある物を育成することも目を引

く。新品種の開発と並行して、持続的に飼料用米を生産する栽培技術や、牛や豚、鶏に

飼料用米を給与する飼養技術の開発にも取り組む方針だ。 

 

メモ「新規需要米※」＝主食用米の需給に影響を及ぼさない米をさす。(1)飼料用 (2)稲発酵粗飼料用稲（ホ

ールクロップサイレージ､WCS）(3)米粉用(米以外の穀物代替となるパン・麺等の用途) (4)バイオエタノー

ル燃料用 (5)輸出用 (6)青刈り稲･わら専用稲 (7)主食用以外の用途のための種子･･･など。 
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 飼料用米、米粉用米の多収品種として、15～17 品種ほどが全国で利用可能だ。主な

品種の特性を紹介する。 

 「きたあおば」（「きたあおば」（「きたあおば」（「きたあおば」（北海道農業研究センター育成北海道農業研究センター育成北海道農業研究センター育成北海道農業研究センター育成））））    

北海道での栽培に適する、極多収品種。飼料用に加えて、バイオ燃料用として期待

される。 

 「たちじょうぶ」（「たちじょうぶ」（「たちじょうぶ」（「たちじょうぶ」（北海道農業研究センター育成北海道農業研究センター育成北海道農業研究センター育成北海道農業研究センター育成））））    

北海道での栽培に適する、飼料用米と稲 WCSの兼用品種。倒れにくく、いもち病に

強い、極多収品種。 

 「みなゆたか」（「みなゆたか」（「みなゆたか」（「みなゆたか」（青森県農林総合研究センター育成）青森県農林総合研究センター育成）青森県農林総合研究センター育成）青森県農林総合研究センター育成）    

北東北、中山間地向き。障害型耐冷性が強く、低温年でも安定した玄米収量が期待

できる。東北地域では早生熟期。 

 「べここのみ」「べここのみ」「べここのみ」「べここのみ」（東北農業研究センター育成）（東北農業研究センター育成）（東北農業研究センター育成）（東北農業研究センター育成）    

東北中北部以南向き。飼料米と稲 WCS 用の兼用品種。全国的にも東北地域でも早生

で、「あきたこまち」よりも早く収穫できる。 

 「べこあおば」「べこあおば」「べこあおば」「べこあおば」（東北農業研究センター育成）（東北農業研究センター育成）（東北農業研究センター育成）（東北農業研究センター育成）    

東北南部以西向き。大粒の多収品種。飼料米と稲 WCS 用の両方に適する。全国的に

は早生、東北地域では中生熟期。 

 「夢あおば」「夢あおば」「夢あおば」「夢あおば」（中央農業総合研究センター北陸センター育成）（中央農業総合研究センター北陸センター育成）（中央農業総合研究センター北陸センター育成）（中央農業総合研究センター北陸センター育成）    

東北南部以西向き。湛水直播栽培に適して倒れにくい稲 WCS 用の品種。出穂期が「コ

シヒカリ」より早く収穫可能。 

 「ゆめさかり」「ゆめさかり」「ゆめさかり」「ゆめさかり」（中央農業総合研究センター北陸センター育成）（中央農業総合研究センター北陸センター育成）（中央農業総合研究センター北陸センター育成）（中央農業総合研究センター北陸センター育成）    

東北南部以西向き。大粒で収量が多く、バイオエタノール用、飼料用米への利用が

期待「ひとめぼれ」より 2割増収。 

 「ふくひびき」（「ふくひびき」（「ふくひびき」（「ふくひびき」（東北農業研究センター育成）東北農業研究センター育成）東北農業研究センター育成）東北農業研究センター育成）    

東北中部以南向き。全国的には早生、東北地域では中生熟期で、倒れにくく直播栽

培にも適する。 

 「ホシアオバ」（「ホシアオバ」（「ホシアオバ」（「ホシアオバ」（近畿中国四国農業研究近畿中国四国農業研究近畿中国四国農業研究近畿中国四国農業研究センター育成）センター育成）センター育成）センター育成）    

東北南部以西向き。大粒の飼料用、稲 WCS 用の品種。米と茎葉の両方が多収で、地

上部全体の収量は、一般食用米品種よりも、15％程度多収 

 「タカナリ」「タカナリ」「タカナリ」「タカナリ」（作物研究所育成）（作物研究所育成）（作物研究所育成）（作物研究所育成）    

関東以西向き。極多収品種。一穂籾数が多く、止葉が直立して受光態勢が良く、極

めて多収で、飼料米や米粉など加工原料用に期待。 

 「モミロマン」「モミロマン」「モミロマン」「モミロマン」（作物研究所育成）（作物研究所育成）（作物研究所育成）（作物研究所育成）    

関東以西向き。粗玄米収量と地上部全重収量に優れ、米粉用、飼料米と稲 WCS 用の

兼用品種として期待。 

 「クサノホシ」「クサノホシ」「クサノホシ」「クサノホシ」（近畿中国四国農業研究センター育成）（近畿中国四国農業研究センター育成）（近畿中国四国農業研究センター育成）（近畿中国四国農業研究センター育成）    

関東以西向き。飼料用の水稲品種。米と茎葉の両方が多収で、地上部全体の収量は、

20％程度多収。 
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 「クサホナミ」「クサホナミ」「クサホナミ」「クサホナミ」（作物研究所育成）（作物研究所育成）（作物研究所育成）（作物研究所育成）    

関東以西向き。茎葉と子実の両方が多収で、飼料米と稲 WCSの両方に適する兼用品

種。茨城県などで、WCS 用の主力品種として栽培されている。 

 「北陸「北陸「北陸「北陸 193193193193 号」（号」（号」（号」（中央農業総合研究センター北陸センター育成）中央農業総合研究センター北陸センター育成）中央農業総合研究センター北陸センター育成）中央農業総合研究センター北陸センター育成）    

北陸と関東以西向き。米粉用から醸造用まで幅広い用途に向く。倒伏しにくい。高

冷地普通期早植栽培にも適応。 

 「もちだわら」「もちだわら」「もちだわら」「もちだわら」（作物研究所育成）（作物研究所育成）（作物研究所育成）（作物研究所育成）    

関東以西向きのもち品種。一穂もみ数多く、極多収。米菓や業務用のもち原料に加

え、米粉用や飼料用への利用に期待。 

 「ミズホチカラ」「ミズホチカラ」「ミズホチカラ」「ミズホチカラ」（九州沖縄農業研究センター育成）（九州沖縄農業研究センター育成）（九州沖縄農業研究センター育成）（九州沖縄農業研究センター育成）    

九州（暖地）での普通期栽培向き。背丈が低いため倒れにくく、20％程度も多収。

米粉の加工適性や、パンなどの製品品質が良い。 

 「モグモグあおば」「モグモグあおば」「モグモグあおば」「モグモグあおば」（九州沖縄農業研究センター）（九州沖縄農業研究センター）（九州沖縄農業研究センター）（九州沖縄農業研究センター）    

九州向き大粒品種。子実・サイレージ兼用型。背丈は高いが、茎が太いため倒れに

くく、収量は一般主食用品種より 30％程度も多収。 

 

これら品種のほかに、最近では、米粉用品種として、「ふくおこし」（長野県農業試験場

育成）や「東北 189号」（宮城県古川農業試験場育成）などが、期待されている。 

 

 こうした米粉用や飼料米用の多収米品種の開発が進む一方で、米食の多様化・需要喚

起が進む中、生活習慣病の予防や健康に対する関心の高まりから、「機能性米の開発」

への関心も高まっている。タンニンを多く含む赤米や黒米品種に代表される古代米ブー

ムが先鞭をつけ、血圧降下作用などが確認される「ギャバ」が多く含まれている「発芽

玄米」用には、胚の大きさが普通品種の 2～3 倍の「巨大胚米」として、「恋あずさ」、

「はいいぶき」、「めばえもち」、「はいみのり」などが開発されている。中央農業総合研

究センター北陸センターは、たんぱく質の摂取を抑える腎臓病患者向けに低グルテン

（たんぱく）米「春陽」を育成したのをはじめ、千葉県も最近、低グルテリン米「ゆめ

かなえ」を開発した。九州大学農学部の佐藤光教授が「金南風（きんまぜ）」を品種改

良した「アミロモチ」は、でんぷんが消化されにくい「難消化米」だ。血糖値の上昇を

抑える働きがある。今後は、こうした“健康ライスパワー”にも注目したい。 
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常任理事常任理事常任理事常任理事    富田富田富田富田    孝好孝好孝好孝好    

 

 10 月 16日の日曜日、前日までの雨も早朝にはやみ、“大地に感謝する収穫祭”とし

て「土と平和の祭典」が日比谷公園にて今年も盛大に開かれました。この祭典は、歌手

の加藤登紀子さんが世話人代表をつとめる種まき大作戦が主催し開催されたものです。 

 今回も昨年に続き、CAP.Nの会員団体である労協（ワーカーズコープ）が農都共生全

国協議会などの皆さんと一緒に参加しました。米粉と菜種油を使った天ぷらと、神奈川

県の基金訓練参加メンバーが準備した揚げパンなどの試食をメインに米粉の PR 活動を

行いました｡また、米粉パンや米粉の販売なども行いました。揚げパン作りでは、事前

に米粉生地づくりをするなど昨年にはない作業も行いながらの PRとなりました。 

 今年は、東日本大震災を受け、「みんなの力を集めてトウホクの農家さんフクシマの

子供たちを支援しよう！」との呼びかけのもと、盛大に開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短信短信短信短信メモメモメモメモ    

さっくりあがる米粉の衣 

美味しくできた揚げたての米粉天ぷら 

流れ作業で米粉天ぷらをあげるメンバー 
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専務専務専務専務理事理事理事理事    高橋高橋高橋高橋    仙一郎仙一郎仙一郎仙一郎    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAP.Nでは、10 月 26日、27日、28 日の三日間にわたっ

て、東京ビッグサイト東ホールで開催された「フードシス

テムソリューション 2011」において、財団法人日本穀物

検定協会が主催した〈米粉ビジネスフェア〉に共催し、ブ

ース内に特設コーナーを設け、CAP.Nの団体・企業賛助会

員の希望を募り、個々の事業 PR を兼ねて各社よりパンフ

レット資料等をお預かりし配布いたしました。 

 また、ブース内には広いスペースを使って、今日では米粉商品の代表格でもある米粉

パンの実演・展示・試食配付を、CAP.N と

顧問契約を結んでいる米粉パンの第一人者

で製パンコンサルタントの橋本先生により

実施しました。多くの来場者の注目を集め、

CAP.N が会員各団体・企業・個人の支援の

もとに行っている国内産米粉促進事業に大

きな成果を上げることが出来ました。 

 加えて今回からは、米粉が全国的に急速

に注目され始めたことに対応、家庭用調理粉

への浸透を図り、全国のスーパーの棚に並べ

会場正面入口 

お預かりしたパンフレット資料特設コーナー 

米粉パンの試食配付で、ほぼ全員が「おいしい！」と高

い評価を。 
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られ始めた昨今において、誠に時宜を得

た普及活動であったと考えます。この実

演・試食配付では、こっけん料理教室卒

業生有志の協力を得て、家庭で簡単にで

きる米粉の調理法を紹介、広くアピール

し、テレビ取材を受けて翌朝には早速

（ボツにならず）放映され、より多くの

方々に、米粉の魅力を発信することが出

来ました。 

 なお、ブース内には、CAP.Nの企業賛助会員で

もある、グリコ栄養食品、セイシン企業、東洋商

会、静岡製機、西岡機械製作所、サタケ、槇野産

業、波里さんの 8 社が独自で出展されました。 

 またコトブキベーキングマシンさんは毎回な

がら、米粉パンの実演コーナーに製パン機械設備

一式を持ち込んでの全面協力をいただいたこと

を特筆報告とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレビ取材を受けている家庭用調理法のアピール

独自出展された企業賛助会員さん 

展示中の各種米粉パン。橋本先生の助手には遠く高知県からも勉強を

兼ねて駆けつけてくれた個人会員さんも。 
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私私私私のチャレのチャレのチャレのチャレンジンジンジンジ 

～～～～いろいろないろいろないろいろないろいろな食食食食のののの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方をををを紹介紹介紹介紹介するするするする農園農園農園農園をををを開開開開いていていていて～～～～    

よこはまあさひブルーベリーの森園主よこはまあさひブルーベリーの森園主よこはまあさひブルーベリーの森園主よこはまあさひブルーベリーの森園主    金子金子金子金子    明美明美明美明美    

 

農園カフェ、そして試行錯誤の米粉パン 

 

 私は横浜で「よこはまあさひブルーベリーの森」という観光農園を経営しています。

夏季限定の農園ですが摘み取り体験だけではなく、いろいろな食体験も出来るように工

夫し、食育にも力を入れております。園に畑カフェ旬果という休憩スペースを併設し、

ブルーベリーを使用した加工品の提供や料理教室も行っています。そのカフェの目玉商

品が米粉を使用した農園ピザです。 

 そもそも、私は(財)ベターホーム協会というところで料理に関する仕事をしておりま

した。その仕事のなかで食に関していろいろと疑問に思うところがあり、10 年前に自

身で食を創造したくなり、農業を始めた次第です。最初は生産することだけで満足して

いましたが、できれば自分の経験が生かせる料理でも農や食を表現したくなり、カフェ

も経営することにしました。農園カフェに似合う目玉料理を探していた時にちょうど米

粉を使用したパンが話題になりつつあることを知り、5年前に研究し始めました。当時

は米粉パンのレシピはほとんどありませんし、自身も食べたこともありませんでした。

最初は水加減やこね方が難しく硬いパンになってしまったりと試行錯誤を繰り返して、

やっと商品化出来ました。米粉ピザ

には農園で採れる野菜をトッピン

グし 4種類の味を紹介、米粉かぼち

ゃパンと米粉クッキーは農協の直

売所で販売もし、多くの方に米粉の

様々な食感と味を知っていただけ

ました。 

 

 

 

 

 

米粉ピザの料理教室 
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料理教室で大好評の米粉ピザ 

 

 最初は販売だけでしたが、めずらし

いことをやっているということで旭

区から米粉ピザの料理教室開催の依

頼がありました。もともと料理教室の

運営を仕事としておりましたので、が

ぜんやる気になり、でも教えるには簡

単に誰でも出来るようにしたいと、手

が汚れず発酵も簡単な米粉ピザがで

きる方法を開発しました。その教室を

きっかけに出張料理教室も行いましたし、畑カフェでも教室をするようになりました。

大人から子供まで、今まで誰も失敗せずに米粉ピザ独特のもちもち食感を体験していた

だいております。トッピングのトマトを教室中に畑から収穫できるのも、農家だからで

きる食育だなと思っております。 

 最近はテレビ、雑誌、新聞に園のことが紹介されるようになりました。その時には必

ずブルーベリーと同じぐらい米粉ピザをアピールしていますが、こちらも大好評です。

今後も色々なおいしいもの作りに努力していきたいと思っておりますので、横浜にお越

しの際にはぜひお立ち寄りください。心よりお待ち申し上げております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

よこはまあさひブルーベリーの森よこはまあさひブルーベリーの森よこはまあさひブルーベリーの森よこはまあさひブルーベリーの森    畑カフェ旬果畑カフェ旬果畑カフェ旬果畑カフェ旬果 

 

毎年毎年毎年毎年 7 月中旬～月中旬～月中旬～月中旬～9 月中旬に営業月中旬に営業月中旬に営業月中旬に営業 

横浜市旭区川島町横浜市旭区川島町横浜市旭区川島町横浜市旭区川島町 1648-3    ホームページホームページホームページホームページ http://www.a-mori.com/ 

畑から収穫したトマトをトッピングした米粉ピザ 
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グリコ栄養食品株式会社グリコ栄養食品株式会社グリコ栄養食品株式会社グリコ栄養食品株式会社    

食品原料統括部食品原料統括部食品原料統括部食品原料統括部    営業部営業部営業部営業部    技術サービスグループ技術サービスグループ技術サービスグループ技術サービスグループ    

當麻當麻當麻當麻    義人義人義人義人    

 

はじめに 

 昨今の世界の食糧事情は大きく変化しており、地球温暖化による異常気象で穀物の出

来高に大きな不安がある一方で「穀物起源のバイオ燃料の活用」によって穀物資源を食

糧・飼料業界とエネルギー産業が奪い合うという現象を引き起こしている。また、人口

大国の経済発展に伴う食糧需要の増加もあってわが国の食糧の安定供給を脅かす事態

となっている。 

 一方、わが国の食糧事情はというと食糧自給率は年々減少しており、我々が口にする

食品に関してはほとんどが輸入に頼っているのが現状である。 

 このような状態の中、新規米粉を使った食糧自給率向上が叫ばれてはや 10数年、当

時は地産地消の国産米粉を使った米粉パンを学校給食に導入しようという動きから始

まり、当社も新潟で始まった新規米粉・米粉パンの開発に携わらせていただき、まだ米

粉食品がほとんど知られていない時から各社と共に米粉食品の普及活動を行ってきた。

その結果、今では様々な地域で米粉パンが導入され、広く認知されるようになってきた。

また、米粉パン以外にもロールケーキやシフォンケーキ、米粉麺などの米粉食品も徐々

に普及し、その姿を見るようになってきた。消費者の米粉食品に対する認知度が上がっ

てきており、流通業界も米粉食品に対する関心が高まっていることから、今後ますます

米粉食品は普及してくるのではないかと考えられる。 

 

お米の麺の開発 

 米粉パンについてはすでに語るまでもないと思うが、米粉パンが全国に普及してくる

とパンと同じ「粉食文化」の代表である「麺」はできないのかという話が出てくるのは

いたって当然のことである。米で麺を作る場合も、米粉だけでは麺にならないのでパン

と同じように小麦グルテンを添加すれば形にはなるが小麦グルテン特有の臭気が目立

ったり色がくすむなどの問題がある。またα澱粉を添加したり米粉を蒸練しても麺はで

きるが、乾麺にしないとα澱粉が老化し、生麺の状態での保存が難しいといった問題も

ある。そこで当社はつなぎ効果のあるものを複数配合し、なおかつ米の風味を損なわな

いよう各々のつなぎが最小添加量で効果が上がるように工夫した米麺用つなぎミック

ス「ヌードルバインダー1」を完成させた。 

 ヌードルバインダー1 のコンセプトとして、ご飯の様にもっちりした食感になること、

白くて綺麗な光沢がありつるみのある麺に仕上がること、ミキサーの種類を問わず通常
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のロール製麺機で製麺できることが挙げられる。米粉の種類は選ぶことなく麺を作るこ

とができるが、粗い米粉を使うと食感がざらついたものになり好ましくない。 

 米の麺というとベトナムの「フォー」が有名であるが現地では鶏がらや牛テールのス

ープを使うなど様々な食べ方をしている。米麺も麺である以前に「ご飯」であるという

認識から様々な食べ方を考えることができる。例えば冷汁うどん、冷しゃぶうどん等の

和風メニューは勿論、洋風のメニューにも合うので誰にでも食べ易く様々な食べ方が楽

しめる。麺の形状も選ばず、うどんの様な太目の麺やフォーの様な平べったいつるみの

ある麺もできる。またコンビニで売られているような調理麺の形態でも製造することが

可能である。 

 

様々な食品への米粉の利用 

 このようにして米粉食品がパン・麺を中心に広がってきている訳であるが、他にも

様々な食品分野で米粉が利用できる。その特徴としては下記のようなことが挙げられる。 

①口溶けがよくさらりとしたソフトな食感になる。①口溶けがよくさらりとしたソフトな食感になる。①口溶けがよくさらりとしたソフトな食感になる。①口溶けがよくさらりとしたソフトな食感になる。 

②水分を多く含む食品に対してはご飯のようなモチモチ感を与える。②水分を多く含む食品に対してはご飯のようなモチモチ感を与える。②水分を多く含む食品に対してはご飯のようなモチモチ感を与える。②水分を多く含む食品に対してはご飯のようなモチモチ感を与える。 

③水分をほとんど飛ばしてしまう食品に対してはカリッとクリスピーな食感を与える。③水分をほとんど飛ばしてしまう食品に対してはカリッとクリスピーな食感を与える。③水分をほとんど飛ばしてしまう食品に対してはカリッとクリスピーな食感を与える。③水分をほとんど飛ばしてしまう食品に対してはカリッとクリスピーな食感を与える。 

④配合によっては小麦フリーの食品も製造することができる。④配合によっては小麦フリーの食品も製造することができる。④配合によっては小麦フリーの食品も製造することができる。④配合によっては小麦フリーの食品も製造することができる。 

 

 米粉は小麦粉と違って粉の粒子が硬い為に充分水和せずに粒子として残る食品の場

合はべたつきが少なく、クリスピーな食感を与えたりソフト感を与えたりする。それに

対して水分の多い状態で完全に糊化すると小麦粉よりも粘度が高くなり、粘りが出る為

ご飯のようなモチモチ感が出る。図のアミログラフを見てみると、小麦粉に比べると米

粉の方がかなり粘度が高いことが分かる。また、糊を冷却しても老化し難く、小麦粉よ

りも滑らかさが保持できることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米粉利用食品の例 

①ロールケーキ①ロールケーキ①ロールケーキ①ロールケーキ：：：： 

最近ではかなり普及してきており、各所で米粉のロールケーキを入手することができ

る。その食感はしっとりとして、なおかつ口溶けの良い感じに仕上がっている。 

図 米粉と小麦粉のアミログラフ 糊化した米粉と小麦粉（冷蔵保存） 
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②シュークリーム②シュークリーム②シュークリーム②シュークリーム：：：： 

シュー皮とカスタードクリームの両方とも米粉で作ることが可能でシュー皮はサク

ッと軽くて口溶けの良い食感に、カスタードクリームはシュー皮同様口溶けのよい滑

らかな食感になる。 

③シフォンケーキ③シフォンケーキ③シフォンケーキ③シフォンケーキ：：：： 

小麦粉で焼いてもフワフワでとろける様な食感のシフォンケーキだが、米粉を使うと

ひときわふんわりし口溶けの良い食感になる。 

④プリン④プリン④プリン④プリン：：：： 

米粉を使ったことによるもっちり感と口どけの良さが共存する独特の食感になり、洋

風・和風どんな風味にでも合う。 

⑤たこ焼き・お好み焼き⑤たこ焼き・お好み焼き⑤たこ焼き・お好み焼き⑤たこ焼き・お好み焼き：：：： 

大阪の粉物食品の代名詞であるが、米粉で作るとその食感は小麦粉よりもソフトで口

溶けが良い。たこ焼きに関しては中がトロリとして冷めても硬くなり難いので冷たい

ダシに浮かべて食べることもできる。 

⑥肉まん⑥肉まん⑥肉まん⑥肉まん：：：： 

米粉特有のご飯のようなもっちり感の強調された食感となり、モチモチして良好な食

感を示す。 

⑦おやき⑦おやき⑦おやき⑦おやき：：：： 

米粉パン同様グルテンミックスの入った米粉を使用して作る。小麦と違ってパサツキ

や口のなかでもたつく感じがなく、もっちりとした団子のような食感が楽しめる。 

⑧餃子⑧餃子⑧餃子⑧餃子：：：： 

麺用のヌードルバインダー1 とは別のつなぎミックスを使うことによって餃子の皮

を作ることが可能になる。揚げると皮がカリッとしておせんべいのような美味しさが

味わえる。 

 他、マドレーヌやクッキー、ラングドシャ、ホワイトソース等米粉の特徴を活かした

食品が広く開発されている。 

 

おわりに 

 米粉の「粉食文化」への利用が叫ばれ始めて早 10数年、今では米粉パンも色々なお

店で購入できるようになり米粉食品は我々の身近なものとなってきた。また、食糧自給

率の問題からも米粉は確実に使っていかなければいけない環境である。米粉食品の開発

をしていく上では米粉の性質をよく理解した上で食感的な特徴を活かしていかなけれ

ばならない。弊社もそのような観点から米粉食品の開発・普及に努めていきたいと考え

ている。また、古来から親しみ、食べられてきた日本人の心ともいうべき米をもっと広

く、もっと手軽に、そしてもっと美味しく食べられるよう日々研究を重ねていくことが

我々の使命ではないかと思う。 
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「「「「米粉米粉米粉米粉フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 2012201220122012」」」」 3 3 3 3 月月月月 6666 日日日日開催開催開催開催    

 

2012 年 3 月 6 日（火）午後 12 時 45 分より日暮里サニーホールにて「米粉フォーラム」を開催

いたします。今年も多彩な講演者をお招きし、国内産米粉普及に向けて、より活発な情報交

換の場となるよう、張り切って参ります。皆さまの参加をお待ちしております。 

 

【講演】【講演】【講演】【講演】    

・筒井 信隆 農林水産副大臣（折衝中） 

・高野 孟（たかの はじめ） 

 『新しい日本の創造と日本人の生き方～房総での里山暮らしから見えてくるもの～』 

  ジャーナリストジャーナリストジャーナリストジャーナリスト「インサイダー」代表兼編集長「インサイダー」代表兼編集長「インサイダー」代表兼編集長「インサイダー」代表兼編集長    

略歴：1944 年生まれ。1968 年早稲田大学文学部卒業後、通信社、広告会社に勤務後フ

リージャーナリストに。80 年に㈱インサイダーを設立し代表兼編集長に、94 年㈱ウ

ェブキャスターを設立、日本初のインターネットによるオンライン週刊誌｢東京万華

鏡｣を創業、08 年にそれを発展解消しプログサイト『THE JOURNAL』を創設。テレ

ビ、ラジオでのレギュラー出演も多く、世界の動向を読み政治、経済、時代観につ

いての鋭い分析に定評がある。早稲田大学、サイバー大学、京都造形芸術大学

の客員教授を歴任。著書に｢地球市民革命｣（学研）「最新・世界地図の読み方」

(講談社現代新書)｢滅びゆくアメリカ帝国｣（にんげん出版）など。 

 

【事例紹介】【事例紹介】【事例紹介】【事例紹介】学ぼう！活かそう！全国米粉活動先進事例 リレートーク 

 

 

参加費：2,000 円（資料代含む） 

日時：3 月 6 日（火）12:45 開会 

会場：日暮里サニーホール 

東京都荒川区東日暮里 5-50-5 ホテルラングウッド 4F 

Tel：03-3807-3211 

 

イベントのイベントのイベントのイベントの    

おおおお知知知知らせらせらせらせ    


