
緒　　　　　言

　現在，我が国における食物アレルギーの有病率は乳児
が ₅～₁₀％，保育所児が約 ₅％，学童が₄.₆％₁）と報告さ
れている。原因食物は鶏卵，牛乳に次いで小麦が多い₁）。
平成₂₇年度乳幼児栄養調査（厚生労働省）では， ₆歳以
下の₁₄.₈％が食物アレルギーと思われる症状を起こした
経験があると報告している₂）。
　食物アレルギーがある場合，代替食や除去食で対応す
ることが多いが，食物アレルギー児をもつ母親について
の意識調査では，食事やおやつを作る際に母親もストレ
スや不安を感じていた₃）。
　₂₀₀₅年に制定された食育基本法₄）では，食育は生きる
上での基本であり，特に子どもたちに対する食育は重要
であることが示された。クッキーづくり₅）は，家庭での
食育活動にも有効であると考えるが，クッキーなどの焼
き菓子の材料には，小麦粉が用いられていることが多く，
小麦アレルギー児では小麦粉は扱えない。
　一方，我が国の米の消費量は減少している₆）ため，新
たな米の消費拡大の方策として，米粉の利用が期待され
ており，米粉の調理への利用₇）についての研究が進めら
れている。
　そこで，アレルゲンである小麦粉を米粉に代替し，粉
の使用量のみを変化させるという簡便な方法を用いて，
小麦粉のクッキーとの差が少なく，おいしい米粉のクッ
キーにするための粉量換算方法の開発を目指すことにし
た。
　前報₈）において，小麦粉を使用したクッキー（以下，
小麦粉クッキーとする）から米粉を使用したクッキー
（以下，米粉クッキーとする）に代替する際，粉量を₁₀％
減らして調製したものが小麦粉クッキーと有意差なく好
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まれたことを報告した。しかしながら，米粉の粉量を小
麦粉重量の₁₀％よりさらに減らした場合の米粉クッキー
については検証していなかった。
　そこで，本報では前報₈）の配合より米粉の使用量を減
少させた場合の米粉クッキーについて，小麦粉クッキー
の代替品としての有効性を検証することにした。さらに，
得られた小麦粉から米粉への粉量換算方法を市販本の
クッキーレシピで応用し，この方法の実用性と米粉クッ
キーの特性について明らかにすることにした。

方　　　　　法

1. クッキーの材料配合比，水分量及び脂質量の調査
　小麦粉クッキーは小麦粉クッキーのレシピ ₇ 種
類₉–₁₂,₁₄–₁₆），米粉クッキーは米粉クッキーのレシピ ₃ 種
類₁₃,₁₇,₁₈）を用いて，レシピ本におけるクッキー生地の材
料配合比，水分量，脂質量を調べ，平均値を算出した。
この時，各材料の水分，脂質は食品成分表（七訂）₁₉）の
値を用いた。
　次に，クッキー生地の粉量に対する水分量及び脂質量
の割合を算出した。

2. クッキーの調製及び評価
（₁）クッキーの調製
　小麦粉クッキー及び粉量を変化させた米粉クッキーに
ついて，味，見た目，食感等を比較するため，クッキー
を調製した。
　小麦粉クッキーは，前報₈）と同様に材料は小麦粉 ₁₀₀ g，
バター ₅₈ g，砂糖 ₄₆ g，卵 ₁₈ gを基準量とした。
　米粉クッキーは，小麦粉を米粉に代替し，米粉重量を 

₉₀ g，₈₀ g，₇₀ g，₆₀ g，₅₀ g（以下，各試料名を米粉 a，
米粉 b，米粉 c，米粉 d，米粉 eとする）とし，その他の
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材料は小麦粉クッキーの基準量と同量とした。表 ₁に各
試料の材料重量及び配合比を示す。
　材料は，小麦粉（日清製粉株式会社製・薄力小麦粉），
米粉（株式会社波里製・お米の粉），砂糖（日本甜菜製糖
株式会社製スズラン印・上白糖），無塩バター（雪印メグ
ミルク株式会社製・雪印バター），鶏卵（市販の新鮮なも
の）を使用した。
　器具は，ガス高速オーブン GR-S₃₇₀₀E（株式会社ハー
マン製），抜き型（直径 ₃.₈ cm丸型）を使用した。なお，
前報₈）ではケーキマスターMK-₇₀₀（松下電器産業株式
会社製）を使用するために材料を ₂倍量にして撹拌した
が，本実験では家庭で作ることを想定し，ゴムベラと泡
立て棒で撹拌する方法とした。この方法でも出来上がり
のクッキーの物性測定の結果には違いはなかった。
　クッキーの調製方法は次のとおりである。
①材料を計量した。
②室温に戻した無塩バターを撹拌した。
③卵と砂糖を加え，さらに撹拌した。
④ふるった粉を加え，生地が均一になるまで混ぜた。
⑤ラップに包み，冷凍庫で₂₀分間寝かせた。
⑥クッキングシートで生地を挟み，厚さ ₄ mmの板を
使用し，麺棒で伸ばした。
⑦直径 ₃.₈ cmの丸型で生地を型抜きし，₃₆等分の格
子状に折り目を付けたクッキングシートの上に並べ
た。端の部分は焼きむらが出るため，中央部分に生
地を₁₆個並べた。
⑧₁₇₀°Cに予熱したオーブンで₁₀分間焙焼した。
 この時，焼きむらを防止するため，オーブンに入れ
て ₅分後，天板の位置を左右入れ替えた。
⑨焙焼後は室温で放冷した。
（₂）小麦粉クッキー及び米粉クッキーの評価
　クッキーは官能評価（ ₂点嗜好試験法）₂₀）及び物性測
定で評価した。
①　官能評価
　小麦粉クッキーと ₅種類の米粉クッキー（米粉 aから
米粉 e）について，著者らがクッキーの焼き色と食感，
クッキーの作りやすさについて評価した。
　次に， ₅種類の米粉クッキーの中で，小麦粉クッキー

に近い状態の仕上がりのもので，型抜き作業が困難でな
かった米粉 a及び米粉 bのクッキーを選定し，本学食物
栄養学科の学生に ₂点嗜好試験法による官能検査を実施
した。質問は「味の好み」「香りの好み」「食感の好み」
「甘さの好み」「総合的な好み」の ₅項目とした。検査を
行う際は， ₂種類のクッキーを A及び Bとして提示し，
各クッキーを ₁枚ずつ試食させ，それぞれの質問項目に
ついて，好ましいほうに丸を付けさせた。
　まず，米粉 aと米粉 bのクッキーについての官能検査
を行った。その結果を踏まえて，小麦粉クッキーと比較
するため，小麦粉クッキーと米粉 bのクッキーの官能検
査を行った。
②　物性評価
　官能検査の結果から小麦粉クッキーと米粉 aから米粉
cの ₃種類の米粉クッキーについて，物性を測定した。
　測定は，クリープメータ RE₂-₃₃₀₅C（株式会社山電
製）を使用した。測定条件はロードセル ₂₀₀ N，プラン
ジャー径 ₅ mm，測定速度 ₁ mm/sとし，破断応力及び
破断エネルギーについて，各種類₁₀枚ずつ測定し平均値
を算出した。

3. 市販本のクッキーレシピにおける小麦粉から米粉
への粉量換算方法の実用化の検証

（₁）市販本のクッキーの調製
　小麦粉から米粉への粉量換算方法の実用性を検証する
ため，市販本のクッキー ₂種類（レシピ A₁₀）及びレシピ
B₁₁）とする）を ₂名の学生の協力により調製した。
　小麦粉クッキーはレシピ通りとし，米粉クッキーは，
材料のうち，小麦粉を米粉に代替し，いずれも米粉の重
量を小麦粉の₁₀％少ない粉量に換算し，他の材料は同量
とした。各クッキーの材料重量及び配合比を表 ₂に示す。
（₂）クッキーの評価
　 ₂種類のレシピで調製した米粉クッキーを小麦粉クッ
キーと比較するため，官能評価及び物性評価を行った。
①　官能評価
　学生に協力を依頼し，クッキーの官能検査を行った。
官能検査は ₂点嗜好試験法及び SD法（semantic differ-
ential method）₂₀）を実施した。

表 ₁　クッキー生地の材料配合比

材　料

小麦粉
クッキー

米粉クッキー

a b c d e

重量
（g）

配合比
（％）

重量
（g）

配合比
（％）

重量
（g）

配合比
（％）

重量
（g）

配合比
（％）

重量
（g）

配合比
（％）

重量
（g）

配合比
（％）

小麦粉 ₁₀₀ ₄₅ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

米　粉 ― ― ₉₀ ₄₂ ₈₀ ₃₉ ₇₀ ₃₇ ₆₀ ₃₃ ₅₀ ₂₉
バター  ₅₈ ₂₆ ₅₈ ₂₇ ₅₈ ₂₉ ₅₈ ₃₀ ₅₈ ₃₂ ₅₈ ₃₄
砂　糖  ₄₆ ₂₁ ₄₆ ₂₂ ₄₆ ₂₃ ₄₆ ₂₄ ₄₆ ₂₅ ₄₆ ₂₇
卵  ₁₈  ₈ ₁₈  ₉ ₁₈  ₉ ₁₈  ₉ ₁₈ ₁₀ ₁₈ ₁₀
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　 ₂点試験嗜好法は，先述したものと同じ項目とした。
　SD法では，「色が薄い―色が濃い」「甘くない―甘い」
「食感がもろい―食感が固い」「サクサクしていない―サ
クサクしている」「歯ざわりが悪い―歯ざわりが良い」
「口どけが悪い―口どけが良い」「香りが香ばしくない―

香りが香ばしい」「総合的なおいしさ悪い―総合的なおい
しさ良い」の ₈項目を ₅段階で評価させた。
　さらに， ₂ 種類のクッキーについて，SD法で用いた
各項目についての平均値の差の検定には t検定を用い，有
意水準は ₅％とした。
②　物性評価
　クッキーの物性はクリープメータ RE₂-₃₃₀₅C　（株式
会社山電製）を用いて，破断応力と破断エネルギーを測
定した。各₁₀枚ずつ測定し，それらの平均値を比較した。

結果及び考察

1.　クッキーの材料配合比，水分量及び脂質量
（₁）クッキーの材料の配合比
　基準とした小麦粉クッキーの材料配合比は，小麦粉が
₄₅％，バター₂₆％，砂糖₂₁％，卵 ₈％であった（表 ₁）。
米粉クッキーは，粉量を基準値から₁₀％ずつ減らしたが，
米粉の粉量が減少するほど，他の材料の割合が高くなっ
ていることが分かる。
（₂）クッキーの水分量及び脂質量の割合
　クッキーの粉量に対する水分量の割合を図 ₁に，粉量
に対する脂質の割合を図 ₂に示した。いずれも粉の成分
を含めた値とした。
　図 ₁より，粉量に対する水分量は，レシピ本では小麦
粉クッキーが₃₃.₇％で，米粉クッキーは₂₈.₆％であり，
₅.₁％少なかった。
　クッキー試料では，基準とした小麦粉クッキー₃₇.₂％
に一番近い水分量は米粉 aの₃₆.₉％であり，米粉 bから
米粉 eのクッキーでは，粉量が減るほど粉に対する水分
量は増加した。
　また，図 ₂より，粉量に対する脂質量は，レシピ本で
は小麦粉クッキーが₄₅.₀％であったのに対し，米粉クッ
キーは₃₂.₇％と米粉クッキーの方が₁₂.₃％も少なかった。
　クッキー試料では，基準とした小麦粉クッキーの脂質

量₅₁.₅％により近いのは米粉 aの₅₆.₂％であるが，米粉
bから米粉 eのクッキーでは，粉量が減るほど粉量に対
する脂質の割合が高くなっていた。

2.　クッキーの評価
（₁）米粉クッキーの評価
　小麦粉クッキー及び ₅種類の米粉クッキーについて，
著者らが評価した結果を表 ₃に示す。
　クッキーの色は，米粉 aではやや白っぽいのに対し , 

粉量が少なくなるほど色は茶色になり，濃くなった。こ
れは，生地中の脂質の割合が増加したため，焼き色が濃
くなった₉）ものと考えられる。
　食感については，小麦粉クッキーがサクサクしていた
のに対して，米粉クッキーでは，粉量が変化することに

表 ₂　レシピ A・レシピ Bのクッキー生地の材料配合比

材　料

レシピ A レシピ B

小麦粉クッキー 米粉クッキー 小麦粉クッキー 米粉クッキー

重量
（g）

配合比
（％）

重量
（g）

配合比
（％）

重量
（g）

配合比
（％）

重量
（g）

配合比
（％）

小麦粉 ₁₅₀ ₅₁ ― ― ₁₅₀ ₅₀ ― ―

米　粉 ― ― ₁₃₅ ₄₈ ― ― ₁₃₅ ₄₇
バター  ₇₀ ₂₄  ₇₀ ₂₅  ₇₀ ₂₃  ₇₀ ₂₅
砂　糖  ₅₀ ₁₇  ₅₀ ₁₈  ₆₀ ₂₀  ₆₀ ₂₁
卵 ₁/₂個  ₈ ₁/₂個  ₉ ₁ 個  ₇ ₁ 個  ₇
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より，米粉 aの粉っぽさを感じた状態から小麦粉クッ
キーに近いサクサクとした食感へと変化した。いずれの
米粉クッキーも小麦粉クッキーと同じようにおいしさは
感じられた。
　クッキーの作りやすさは粉量換算方法の実用化の際に
重要である。材料の計量や撹拌，生地の寝かしといった
作業は特に問題は見られなかったが，型抜き作業におい
ては，試料で作業のしやすさに差が見られた。
　米粉 aと米粉 bの型抜き作業は特に問題なく作りやす
かった。しかしながら，米粉 c及び米粉 dは，クッキー
を作ることは可能であったが，手の温度や室温で生地が
すぐに軟らかくなってしまい，型抜き作業が困難であっ
た。さらに，米粉 eのように粉量を基準値の₅₀％減らした
場合では，型抜き作業はさらに困難であった。この理由
として，粉量を減らすと生地中の粉に対する水分や脂質の
割合が増加するため，生地がより軟らかくなり，型抜き
作業に必要な生地の硬さが得られなかったためと考える。
　従って，クッキーにおいて小麦粉を米粉に代替する場
合には，米粉 a（米粉 ₉₀ g）から米粉 b（米粉 ₈₀ g）の
ように，米粉の量は小麦粉重量の₁₀％から₂₀％まで減ら
したもので調製することが好ましいと判断した。
（₃）官能評価
①　米粉 aクッキーと米粉 bクッキーの比較

　表 ₂の結果から，米粉 a（米粉 ₉₀ g）と米粉 b（米粉 

₈₀ g）のクッキーについて，本学の学生₁₁名に ₂点嗜好
試験法による官能検査を行った。その結果，全ての項目
において，有意差は見られなかった（表 ₄）。

②　小麦粉クッキーと米粉 bクッキーの比較
　前報₈）で，₁₀％粉量を減らしたクッキー（米粉 aに相
当する粉量 ₉₀ g）が小麦粉クッキーと同等のおいしい
クッキーであることを報告したが，上述の結果を踏まえ
て，米粉の使用量が少ない ₈₀ gで調製した米粉 bが経済
的負担は軽いと考え，小麦粉クッキーと米粉 bクッキー
を比較することにした。
　本学の₂₂名の学生により， ₂点嗜好試験法による官能
検査を行った結果を表 ₅に示す。

表 ₃　クッキーの評価（粉重量による比較）

試　料 小麦粉クッキー
米粉クッキー

a b c d e

粉重量（g） ₁₀₀ ₉₀ ₈₀ ₇₀ ₆₀ ₅₀

色 濃い（茶） やや白っぽい茶 濃い（茶） 濃い（茶） やや濃い（茶） 濃い（茶）

食　　　感 サクサクしている 粉っぽさを感じた 粉っぽさを感じた サクサクしている サクサクしている サックリしている

作りやすさ 作りやすい 作りやすい 作りやすい
作れる

（型抜き作業が
困難）

作れる
（型抜き作業が

困難）

作りにくい
（型抜き作業が
非常に困難）

表 ₄　米粉 aクッキーと米粉 bクッキーの官能評価（ ₂点嗜
好試験法）

（n＝₁₁）

米粉 aクッキー
（米粉 ₉₀ g）

米粉 bクッキー
（米粉 ₈₀ g） 検　定

色の好み ₆ ₅ ―

香りの好み ₈ ₃ ―

食感の好み ₆ ₅ ―

甘さの好み ₆ ₅ ―

総合的な好み ₇ ₄ ―

表 ₅　小麦粉クッキーと米粉 bクッキーの官能評価（ ₂点嗜
好試験法）

（n＝₂₂）

小麦粉クッキー
（小麦粉 ₁₀₀ g）

米粉 bクッキー
（米粉 ₈₀ g） 検　定

色の好み ₁₆  ₆ ＊

香りの好み ₁₉  ₃ ＊＊＊

食感の好み  ₉ ₁₃ ―

甘さの好み ₁₄  ₈ ―

総合的な好み ₁₅  ₇ ―

*：p＜₀.₀₅　***：p＜₀.₀₀₁

　表 ₅から，色の好みは小麦粉クッキーの方が ₅％の有
意差で好まれ，香りの好みは₀.₁％の有意差で小麦粉クッ
キーの方が好まれた。食感や甘さ，総合的な好みには有
意差は見られなかったものの，米粉 bでは小麦粉クッ
キーと同等の評価は得られなかった。
　以上より，クッキーにおける小麦粉から米粉への粉量
換算は，前報₈）同様に小麦粉の粉量を₁₀％減らした量が
良いと判断した。
（₄）物性評価
　小麦粉クッキーと米粉 a・米粉 b・米粉 cのクッキーに
ついて，物性評価を行った。測定には各₁₀枚を用い，平
均値を求めた。結果を表 ₆に示す。
　表 ₆ より，破断応力も破断エネルギーも小麦粉クッ
キーが高値であった。このことから，小麦粉クッキーと
米粉クッキーでは小麦粉クッキーの方が硬く，サクサク
とした食感であることがわかる。これは，グルテンの有
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無によるものと考える。また，米粉は小麦粉に比べて粒
子が大きく吸水性が悪い₉）。そのため，米粉クッキーが
粉っぽくなり，小麦粉クッキーほどは硬くなく，サクッ
とした食感が得られなかったものと考えられる。
　米粉クッキーで比較すると，粉量が減るほど破断応力
が高くなった。破断エネルギーも，破断応力と同様に粉
量が減るほど値が高くなった。しかしながら，小麦粉
クッキーの強度に比べると，低い値であった。米粉クッ
キーの硬さは，グルテンによる硬さではないため，クッ
キー生地の材料配合比や米粉そのものの性質が影響して
いると考える。 米粉クッキーの硬さに影響を与えるもの
については，今後の課題としたい。

3. 市販本のクッキーレシピにおける小麦粉から米粉
への粉量換算方法の実用化の検証

　市販本のクッキーレシピにおける小麦粉から米粉への
粉量換算方法の実用性の検証を行うため，レシピ A₁₀）及
びレシピ B₁₁）を用いて，小麦粉クッキー及び粉量を₁₀％
減らした方法を用いて調製した米粉クッキー（以下，米
粉クッキーとする）の ₂種類について官能評価及び物性
評価を行った。

（₁）官能評価
①　レシピ Aクッキーの評価
　レシピ Aの小麦粉クッキーと米粉クッキーについて，
本学の学生 ₉名による ₂点試験嗜好法による官能検査を
行った。その結果，総合的な好みが ₅％の有意差で小麦
粉クッキーが米粉クッキーよりも好まれた（表₇-₁）。
　次に，小麦粉クッキーと米粉クッキーについて，SD法
での官能検査を行った。学生 ₇名の評価の平均点とし，
有意差検定（t検定）を行った（図₃-₁）。
　検定の結果，「③食感がもろい―食感が固い」（p＜
₀.₀₀₁）と「④サクサクしていない―サクサクしている」
（p＜₀.₀₁）の ₂項目に有意差が見られた。理由として，

表 ₆　クッキーの物性評価

試　料 小麦粉クッキー
米粉クッキー

a b c

粉重量（g） ₁₀₀ ₉₀ ₈₀ ₇₀

破断応力（Pa） ₈₅₀,₀₀₀
（±₂.₅₉×₁₀₅）

₃₃₈,₀₀₀
（±₆.₆₃×₁₀₄）

₃₇₁,₀₀₀
（±₈.₁₃×₁₀₄）

₅₉₉,₀₀₀
（±₁.₆₃×₁₀₅）

破断エネルギー（J/m₃）  ₂₅,₂₀₀
（±₁.₆₆×₁₀₄）

  ₉,₉₆₀
（±₃.₃₈×₁₀₃）

 ₁₃,₅₀₀
（±₁.₁₅×₁₀₄）

 ₁₉,₃₀₀
（±₁.₁₀×₁₀₄）

表中の値は平均（±S.D.）

表₇-₁　レシピ Aのクッキーの官能評価（ ₂点嗜好試験法）
（n＝₉）

米粉クッキー 米粉クッキー 検　定

色の好み ₇ ₂ ―

香りの好み ₆ ₃ ―

食感の好み ₇ ₂ ―

甘さの好み ₆ ₃ ―

総合的な好み ₈ ₁ ＊

*：p＜₀.₀₅

1 2 3 4 5

①色が濃い

②甘い

③食感が固い

④サクサクしている

⑤歯ざわりが良い

⑥口どけが良い

⑦香りが香ばしい

⑧総合的なおいしさ良い

小麦粉 米粉

***
**

①色が薄い

②甘くない

③食感がもろい

④サクサクしていない

⑤歯ざわりが悪い

⑥口どけが悪い

⑦香りが香ばしくない

⑧総合的なおいしさ悪い

図₃-₁　SD法による官能検査結果（レシピ A）　（n＝₉）
　　　 **：p＜₀.₀₁　***：p＜₀.₀₀₁
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表₇-₂　レシピ Bのクッキーの官能評価（ ₂点嗜好試験法）
（n＝₉）

小麦粉クッキー 米粉 bクッキー 検　定

色の好み ₆ ₃ ―

香りの好み ₆ ₃ ―

食感の好み ₈ ₁ ＊

甘さの好み ₆ ₃ ―

総合的な好み ₈ ₁ ＊

*：p＜₀.₀₅

1 2 3 4 5

①色が濃い

②甘い

③食感が固い

④サクサクしている

⑤歯ざわりが良い

⑥口どけが良い

⑦香りが香ばしい

⑧総合的なおいしさ良い

小麦粉 米粉

**

*

***

①色が薄い

②甘くない

③食感がもろい

④サクサクしていない

⑤歯ざわりが悪い

⑥口どけが悪い

⑦香りが香ばしくない

⑧総合的なおいしさ悪い

図₃-₂　SD法による官能検査結果（レシピ B）　（n＝₉）
　　　 *：p＜₀.₀₅　**：p＜₀.₀₁　***：p＜₀.₀₀₁

グルテンの有無による硬さの差によるものと考える。
　レシピ Aは，₂点試験嗜好法では総合的な好みにおい
て有意差が見られたが，SD法では「⑧総合的なおいし
さ悪い―総合的なおいしさ良い」において有意差が見ら
れなかった。 ₂種類のどちらかを選ぶ場合では，食べ慣
れている小麦粉クッキーが好まれたが，SD法の結果か
らは，米粉クッキーも小麦粉クッキーと同等の美味しさ
であることが評価された。
②　レシピ Bのクッキーの評価
　レシピ Bについても ₂種類のクッキーについて，₂点
試験嗜好法による官能検査を行った（表₇-₂）。また，SD

法による官能検査を行い，t検定を行った（図₃-₂）。
　レシピ Bは，₂点試験嗜好法では食感の好みと総合的
な好みにおいて，小麦粉クッキーが米粉クッキーよりも

有意に好まれた。
　SD法での検定結果では，「③食感がもろい―食感が固
い」（p＜₀.₀₁）と「④サクサクしていない―サクサクし
ている」（p＜₀.₀₀₁）と「⑧総合的なおいしさ悪い―総合
的なおいしさ良い」（p＜₀.₀₅）の ₃項目に有意差が見ら
れた。
　「③食感がもろい―食感が固い」と「④サクサクしてい
ない―サクサクしている」が有意差ありとなったため，
この ₂項目がクッキーとしての総合的な好みに強く影響
していると考える。
　SD法による結果から，レシピ Aもレシピ Bも「③食
感がもろい―食感が固い」と「④サクサクしていない―

サクサクしている」は有意差ありとなったことから，米
粉クッキーの特性は小麦粉クッキーに比べて食感がもろ
く，サクサクしていないことが分かった。このことから，
米粉クッキーの材料の配合比が変わると，クッキーとし
てのもろさやサクサクとした食感に影響することがわ
かった。
（₂）物性評価
　レシピ A及びレシピ Bで調製した小麦粉クッキーと米
粉クッキーの物性評価を行った結果を表 ₈に示す。各種
それぞれ₁₀枚ずつ測定した。
　レシピ Aは ₃ 名が調製したため， ₃ 名が作ったクッ
キーをそれぞれ₁₀枚ずつ測定し，平均値を算出し， ₃名
の平均値を平均した値を結果とした。レシピ Bは ₁名が

表 ₈　レシピ A・レシピ Bのクッキーの物性評価

レシピ A レシピ B

試　料 小麦粉クッキー 米粉クッキー 小麦粉クッキー 米粉クッキー

破断応力（Pa） ₉₆₇,₀₀₀
（±₁.₃₇×₁₀₅）

₃₉₀,₀₀₀
（±₁.₀₂×₁₀₅）

₉₄₁,₀₀₀
（±₁.₉₄×₁₀₅）

₃₈₃,₀₀₀
（±₉.₇₇×₁₀₄）

破断エネルギー（J/m₃） ₂₅,₉₀₀
（±₆.₈₁×₁₀₃）

₁₃,₇₀₀
（±₇.₃₇×₁₀₃）

₂₉,₃₀₀
（±₁.₆₄×₁₀₃）

₂₁,₈₀₀
（±₉.₇₁×₁₀₃）

表中の値は平均（±S.D.）
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調製し，各₁₀枚を測定し，平均した。
　いずれのレシピにおいても，破断応力も破断エネル
ギーも小麦粉クッキーが高い値となった。このことから，
小麦粉クッキーの方が米粉クッキーに比べて食感が硬く，
サクサクとした食感があることを示しており，これらは
クッキーの好ましさとして官能評価の結果を裏付けるも
のであった。
（₃）クッキーにおける小麦粉から米粉への粉量換算方

法の実用化
　本研究の実験結果より，クッキーにおいて小麦粉から
米粉へ粉を代替し，粉量を₁₀％減らして作るという方法
は簡便であり，手作りクッキーとして実用化が可能で
あった。
　クッキーとしての好ましさでは，小麦粉クッキーが硬
く，サクサクとしているのに対し，米粉クッキーでは特
有のもろい食感が強く感じられることから，小麦粉クッ
キーの食感とは異なる特性が明らかとなった。
　今後は，小麦粉から米粉への粉量換算方法について，
他の種類のクッキーや小麦粉を使用する料理についての
検証を行い，小麦粉アレルギーの代替の手法の一つとし
て実用化に繋げたい。

要　　　　　約

　小麦粉を使用した型抜きクッキーのレシピにおいて，
小麦粉を米粉に代替させ，粉量のみ変更する方法を用い
て，米粉のクッキーを調製した。米粉の重量を ₉₀ gから 

₅₀ gまで ₁₀ gずつ減らして調製した米粉のクッキーにつ
いての官能評価及び作りやすさの結果から，小麦粉から
米粉への粉量換算は，小麦粉重量の₁₀％減らした重量で
調製した米粉クッキーが最も好ましかった。
　市販本のクッキーレシピにおける小麦粉のクッキーを
この方法で米粉のクッキーづくりに応用した。小麦粉の
クッキーと米粉のクッキーについての官能評価の結果で
は，米粉クッキーは「食感がもろい」，小麦粉クッキーは
「サクサクしている」の項目に有意差が見られた。
　今後は，小麦粉から米粉への粉量換算方法について，
他の種類のクッキーや小麦粉を使用する料理についての
検証を行い，小麦粉アレルギーの代替の手法の一つとし
て実用化に繋げたい。
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Summary

Rice-flour cookies were prepared according to a recipe for wheat-flour cut-out cookies with modifications exclusively 
to the quantity of the flour, using ₉₀, ₈₀, ₇₀, ₆₀, and ₅₀ grams of rice flour instead of wheat flour. A sensory evaluation 
and an ease-of-cooking evaluation were performed on the test samples. In terms of conversion from the weight of 
wheat flour indicated by the recipe to the weight of rice flour, the evaluation results showed that the most favorable 
were the rice-flour cookies prepared with rice flour by the weight ₁₀％ less than the weight of wheat flour.

Using this conversion rate, rice-flour cookies were made according to commercially available recipes for wheat-flour 
cookies. A sensory evaluation was conducted to compare the wheat-flour cookies with the rice-flour cookies. The 
result showed significant differences in ＂crumbliness＂ and ＂crispness＂. That is, the rice-flour cookies were significantly 
crumblier than the wheat-flour cookies, while the wheat-flour cookies were significantly crispier than the rice-flour 
cookies.

In the aim of providing a practical alternative for wheat-allergic patients, other types of cookies and dishes contain-
ing wheat flour will be researched to learn more about the weight conversion from the wheat flour to the rice flour.


