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冷めても消えないとろみがつく。 
白濁するので透明には仕上がらない。

米粉にできること ❸ ----------- 8

揚げ物の衣に使うとさくっと揚がる。 
油を吸収しにくいので 
余計な油を吸わずカロリーも抑える。
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本誌の料理レシピの
分量について
1カップは200㎖、大さじ1は15㎖、小
さじ1は5㎖。1合は180㎖、1㎖は1ccです。
材料にある「植物油」は、菜種油、米油
などを示し、ごま油、オリーブオイルを
使う場合は、別に指定します。
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「新しい米粉」と昔からある米粉

　「米粉」は文字通り、米の粉のことです。
上新粉、白玉粉、道明寺粉など、昔からお
もに和菓子に使われてきた米粉のほか、最
近ではスーパーなどでも気軽に料理や洋菓
子に使える新しいタイプの米粉が入手でき
るようになりました。
　昔ながらの米粉は、①原料がうるち米か
もち米か ②粉にする前に加熱してあるか
どうか ③製粉法の違い―により種類が分
けられます（下図）。米の粉でつくるもち
やだんごは古くから年中行事に欠かせない
ものも多く、和菓子の発展とともに、それ

ぞれの菓子に合ったかたさやなめらかさを
求めて、さまざまな粉ができたと考えられ
ています。
　粉の違いはだんごにするとよくわかりま
す。しこしことした弾力と歯切れのよい上
新粉。なめらかなのびのある白玉粉。これ
らは、それぞれの米のもつでんぷんの種類
の違いからきます。この両方の米のよさを
もつようにミックスしたのがだんご粉です。
　新しいタイプの米粉は、上新粉と同じく
非加熱のうるち米の粉です。製粉技術の向
上で上新粉より微細にひけるようになった
ことで、もちもちとした生地やとろみづけ
だけでなく、ケーキなどふんわり焼きたい
生地にも使えるようになりました。

「新しい米粉」は 
メーカーによって特性が違う

　この本でつくる料理は、うるち米の「米
粉」を使います。ただ焼き菓子など、小麦
粉を使用したときと同じようにふっくらと
焼き上げたい洋菓子には、上新粉では粒子
が粗すぎるので“製菓・製パン用”などと表
示された「新しい米粉」を使います。
　注意が必要なのは、米粉は薄力・中力・
強力などに分類できる小麦粉と違い、メー
カーによって粉の特性にばらつきがあるこ
とです。使用するコメの品種によってでん
ぷんの性質が変わり、製粉方法、機械の種
類などで粒子の大きさやでんぷんの状態が
変わりますが、現在市販の米粉には、それ
らを表示する決まりはなく、共通の基準も
ないからです。
　特性に影響を与える米粉の要因は、おも
に①アミロース値 ②粉の粒径 ③「損傷で
んぷん」の割合―といわれています。
　アミロースは、でんぷんを形成する成分
のひとつで、この割合が少ないほどやわら
かく粘りのある米になります。でんぷんは
アミロースのほか、アミロペクチンという

成分から構成されます（もち米はアミロペ
クチンが100％）。栽培方法でも割合は多少
変化しますが、ほとんどは品種によって決
まります。
　粒の粒径は、大きくは粉砕方法で決まり
ますが、品種の影響も大きく、同じ粉砕方
法でも仕上がりが異なるといわれます。焼
き菓子やパンをつくるには、粒径が大きい
とずっしりしたもちのような仕上がりにな
り、微細にひいたなめらかな粉だと、ふん
わりと焼き上がります。一方、だんごなど
和菓子をつくる際は、あまり小さな粒径だ
と吸水量が多くなり、べたついた仕上がり
になってしまいます。
　「損傷でんぷん」とは、米を粉砕する際
に熱や衝撃で傷がついたでんぷんのことで
す。細かくひこうとするほど損傷が多くな
ります。でんぷんが損傷していると水や油
を吸いやすくなり、生地が膨らむのを邪魔
してしまうので、焼き菓子やパンなどは、
損傷でんぷんの割合が低いほうが、ふんわ
りとした仕上がりになります。
　手元にある米粉が、焼き菓子やパンに向
いているかどうかは、簡単な実験で確かめ
られます（p94）。次のページからは、米粉
を使ってできることを紹介します。

この本で使う「米粉」について

うるち米 （新しい）米粉 料理用、製菓用、パン用などがある。

もち米 もち粉 精白してから水洗いし、乾燥させて粉にしたもの。

ミックス だんご粉 上新粉にもち粉を混ぜた粉。関西以西でよく使われる。

道明寺粉 米を蒸してもちをつくり、乾燥させて小さく砕いたもの。

白玉粉 水洗いしてから石臼で水びきし、沈殿させて乾燥させたも
の。寒いときに水を替えながら乾燥させるため「寒ざらし
粉」とも呼ばれる。

上新粉、上用粉 精白してから水洗いし、乾燥させて粉にしたもの。粉の粒
子が大きいものから「新粉」「上新粉」「上用粉」と呼ばれる。
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　米粉は小麦粉に比べて油を吸いにくいこ
とがわかっています。そのため揚げ物の衣
にすると余計な油を吸わず、カロリー（エ
ネルギー）が抑えられ、油切れがよいので
さっくり揚がります。
　天ぷらの衣を小麦粉を水で溶いてつくる
ときは、ダマになりやすく、またよく溶か
そうと混ぜれば混ぜるほどグルテンが形成
されます。粘りのある衣では天ぷらがさっ
くり揚がらないので、小麦粉の衣をつくる
ときは扱いに工夫が必要です。一方の米粉

　「粉もの」とは、おもに小麦粉を主原材
料にする料理のことで、とくに関西では「粉
もん」と呼ばれて親しまれています。お好
み焼きやたこ焼きだけでなく、うどんやパ
ンなども「粉もの」の仲間。どれも水を加
えてこねるとグルテンが形成され、弾力の
ある生地をつくる小麦粉の特性を利用して
います。
　米粉はグルテンができないため、粉もの
料理の小麦粉を同量の米粉で置き換えると
ポロポロになってまとまらず、同じような
生地をつくることはできません。米粉の生
地をまとめるには、上新粉でだんごをつく
るように水を加えてこねた後、ゆでたり蒸
したりして「糊化」させて弾力のあるやわ
らかい生地をつくるか、つなぎになるもの
を加える必要があります。
　「大根もち」（p24）のように、もちもち

は小麦粉よりも簡単に水に溶け、またグル
テンができないため混ぜすぎても粘らず、
扱いやすいといえます。
　ただし米粉は小麦粉より水を吸いやすい
ので、例えばとんかつの下ごしらえをする
際、肉に水溶き米粉とパン粉をつけて一晩
おいたりすると、肉の水分を米粉が吸って
しまい、仕上がりがパサつきやすくなりま
す。衣をつけたらあまり時間をおかずに揚
げるのがポイントです。

した食感をそのままいかしたい料理は、つ
なぎを加える必要はありません。「明石焼
き」（p26）や「れんこんピザ」（p28）のよう
に、もちっぽくなりすぎると別物になって
しまうような料理の場合は、卵やほかので
んぷん（ピザの場合はすりおろしたれんこ
ん）を加えます。
　米粉でつくった生地は、焼くと表面がカ
リッとしやすいのも特徴です。もちを焼く
と表面がカリッとかたくなるように、糊化
してやわらかくなった生地は、急速に加熱
するとかたくなる特性があります。なので
「納豆クラッカー」（p38）など、カリカリに
仕上げたい料理には米粉が最適。ただしつ
なぎ（納豆クラッカーの場合は納豆）を入
れないと、のびのある薄い生地にはなりま
せん。

どのから揚げがおいしい？

納豆をつなぎに入れる
ことで、麺棒で薄くの
ばせるくらいまとまる

から揚げの衣に米粉を使うと、サクサクで
翌日もカラッとしている…というのは本当
か。米粉、かたくり粉、小麦粉をから揚げ
の衣にして、できあがりを比べてみました。

実験

左から、かたくり粉、小麦粉、米粉

小麦粉とかたくり粉はしっとり
していて、前日の衣と状態が変
わっている。米粉はガリッとし
た食感のままで、ほかに比べて
変化が少なかった（左写真）

揚げたてはどれもサクサク。か
たくり粉はザクザクした食感が
強く、米粉はガリガリとした粉
の粒感がある

揚げ物の衣に使うとさくっと揚がる。
油を吸収しにくいので
余計な油を吸わずカロリーも抑える。

ピザやたこ焼きなどの「粉もの」料理にも使える。
表面はカリカリに焼き上がり、
内側はもっちり、ずっしりした食感になる。

米粉にできること 米粉にできること❸ ❹
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家庭用製粉機から始まった

　「わが家の台所には、砂糖や塩と同じよ
うに、すぐに使える場所に米粉を置いてい
ます」という瀬戸真由美さんは、約40haの
田んぼで減農薬米を栽培する農家です。米
の販売のほか、業務用の製粉機を導入し、
自家製粉した米粉の販売もしています。
　瀬戸さんが最初に購入した製粉機は、卓
上で数百ｇずつ製粉できる家庭用の機械で
した。近所の友人たちと米粉料理を楽しむ
にはちょうどいいサイズだったといいます。
米粉を毎日の料理にも使うようになり、教
室を開いて地域の人たちにも教え始めると、
近隣の農家からも「米を製粉してほしい」
と依頼されることが増えたので、粒の大き
な上新粉からパンやケーキ用の微細粉まで
ひける業務用の製粉機を導入。現在はその
製粉機を2台に増やし、異物混入を防ぐた
めのふるい機も使って、地域の和菓子店や

パン屋、学校給食にも米粉を卸しているそ
うです。

米粉の粒度と用途

　瀬戸さんが導入した業務用製粉機は、米
10㎏を1時間ほどで粉にでき、米の風味を
損なわない、本格的な機械です。家庭で少
しずつ米を粉にするなら、性能は落ちます
が、瀬戸さんが最初に購入したような家庭
用製粉機で十分です。
　ただ、業務用と比べると粒が粗くなり、
損傷でんぷん（p5）の割合も増えるので、
とろみづけや揚げ物などふだんの料理には
問題ありませんが、焼き菓子などではうま
く膨らまないことがあります。家庭用製粉
機を購入するときは、米を製粉した場合ど
のくらいの粒度（右ページ参照）になるの
かを事前に調べておきましょう。

左／瀬戸真由美さん。自宅
前には米の自動販売機を設
置している　右／天竜川沿
いに広がる水田。瀬戸家は
家族経営で減農薬米を栽培
（写真はともに瀬戸さん提
供）

小麦粉や米粉の粒の大きさのことで、製粉機の
網目の大きさ（メッシュ）やマイクロメートル（㎛）
で表される。「メッシュ」は、長さ1インチ（2.54㎝）
にある網目の数を表わす。100メッシュなら、長
さ1インチの間に100個の網目が並んでいるふる
いを通る粉で、網目は0.254㎜になる。小麦粉は
100～150メッシュ、上新粉は100～120メッシュ
とされる。「マイクロメートル」は長さの単位で、
ふるいの網目の大きさを示す。1㎛＝0.001㎜で、
100㎛=0.1㎜。

ミルやフードプロセッサーでも 
米粉ができる？

　製粉専用の「製粉機」ではなく、コーヒ
ー豆をひいたり、茶葉を粉末状にしたりす
るときにも使うミルサーやフードプロセッ
サーでも、米をひいて米粉にすることがで
きます。ただし微粉末にはならないので、
とろみづけや揚げ物の衣などの料理か、だ
んごやもちなどの和菓子に使いましょう。
　米粉にすると、2合の米が330～ 350gに
なります。自家製粉した米粉は湿気やすい
ので、少量ずつ製粉し、一度に使い切るよ
うにします。
　市販の米粉の製粉方法は機械によってい
ろいろですが、洗米し水に浸したあと乾燥
させ、そこから製粉するものがほとんどで
す。米は小麦に比べてでんぷん質がかたく
結合されているため、そのままでは粉末に

しにくいという特徴があります。そのため、
ご飯を炊くように一度水に浸して吸水させ、
でんぷんをやわらかくしてから製粉するの
です。
　家庭で製粉するときも、ご飯を炊くとき
と同じように洗米、浸水させ、ザルなどに
あげて乾かしてから機械にかけるようにし
ましょう。粉砕しやすいだけでなく、でん
ぷんの損傷も少なくなるといわれています。

家庭用の製粉機はもちろん、ミルサーや
フードプロセッサーでも米粉をつくれます。

自家製粉の米粉を台所に常備しよう

一般的な小麦粉は約60㎛、上新粉は100～180㎛。市販されている米粉は、30～120㎛と、粒度の幅が広い。

米粉の粒度と用途

粒度 食感 吸水率 粗さ 用途

140～ 170㎛ 80～100メッシュ ざらざら 低い 粗い とろみづけ、揚げ物、だんご、もち、ま
んじゅう、すいとんなど

60～140㎛ 100～200メッシュ とろみづけ、揚げ物、蒸しパン、ピザ、パ
ウンドケーキ、クッキーなど

約50㎛ 300メッシュ なめらか 高い 細かい とろみづけ、揚げ物、スポンジケーキな
ど

左／瀬戸家の製粉機。仕上が
りの粒度を細かく調整できる
右／瀬戸ライスファームのう
るち米を石臼式機械でひいた
微細粉。洋菓子や料理全般に
使える

「粒度」とは？


