
十勝産小麦および加工品の特性評価の検討（平成 24年度） 

～十勝産小麦の加工適性評価に基づく目的別の加工技術の検討 

及び十勝産小麦粉を活用した加工食品の開発～ 
研究開発課 佐々木香子  

  

１. 目的と概要 

北海道十勝は国内有数の小麦の生産地であり、作付・収穫量が最も多い。しかし小麦粉製品は

殆ど安価な輸入小麦が使用されており、国産自給率は 8%程度である。 そのような現状の中、十

勝ではここ数年にわたり十勝産小麦を用いた地域おこし等の取り組みが行われている。また、十

勝に小麦粉製粉会社が数社設立されたことから、原料小麦の生産から製粉による素材化、さらに

加工品製造までを十勝地域で一貫して行うことが可能となった。そのため、小麦粉についての評

価データの蓄積や、十勝産小麦を使用した製品の開発については今後ニーズが高まると考えられ

る。本研究では、地場産小麦の加工品適性評価に基づく加工食品の開発を目的とし、昨年度より

試験検討している。23年度は十勝産小麦粉の品種間・年度別の成分や物性データを蓄積するとと

もに、生パスタ製造時の物性改善に関する技術や品質管理について検討し、それらに基づく技術

で十勝管内食品加工会社による生パスタの商品化を達成した。また、菓子王国と呼ばれる十勝に

おいてはニーズが高い、菓子用小麦粉の開発についても検討を開始し、市販薄力粉やきたほなみ

の成分および物性について比較した。今年度は継続して十勝産小麦粉の品種間・年度別の成分や

物性データを蓄積するとともに、生パスタ製造時の物性改善に関する技術についてさらに検討し

た。昨年度は生パスタの商品化を達成したが、その後も継続して技術移転し、製品の改良に努め

るとともに、物産展等で市場調査を行った。また、パスタソースや新たなパスタの提案等を行い、

事業化に向けた取り組みを進めた。菓子用小麦粉に関しては、市販薄力粉、指標小麦粉、きたほ

なみの成分および物性について比較し、エージングによる改質を検討した。 

 

２．方法 

（１）吸水率及び生地弱化度、生地混捏時の伸長抵抗（弾性）及び伸長度、加熱糊化特性分析 

吸水率については、各小麦粉を水分含量13.5％換算で定量し、30℃で混捏した時の生地の抵抗

が500±20BU になる時の水の供給量をファリノグラフ（BRABENDER 社製）で測定した。生地弱化

度は、吸水率測定時に混捏を続け、最大抵抗値を示した点から12分後の抵抗値を測定し、最大抵

抗値との差で示した。生地混捏時の伸長抵抗および伸長度については、各小麦粉に加水してミキ

サーで捏ねた生地を成型装置で丸めて伸ばし、発酵槽で一定時間静置した後、エキステンソグラ

フ（BRABENDER 社製）で生地の抵抗を測定した。加熱糊化特性については、各小麦粉を水分含量

13.5％換算で定量し、規定量の水を加えた後、ブラベンダービスコグラフ（BRABENDER 社製）の

測定フィーラ（プレート型）を用い、開始温度30℃、昇温1.5℃/分、95℃到達後10分保持、降温

1.5℃/分、40℃到達後10 分保持の条件で測定した。 

（２）十勝産小麦を用いたパスタの試作 

分析に用いたパスタは、各品種の粉の水分含量が13.5％になるように粉と水の量を調整して試 

作した。材料を混合してパスタマシンのミキサーで10～15分間攪拌混合し、高圧で押し出して成

型した。また、攪拌混合後に真空包装して寝かせてから成型したものも調整した。ショートパス



タの成形には、コンキーリエ、カッペロダンジェロ、パッパルデッレ メディエ、レジネッレな

どのダイスを使用した。 

（３）十勝産小麦のパスタにおける物性分析 

パスタの物性は、テクスチャーアナライザー（Stable Micro System社製、TA・XT plus）のHDP/90 

Heavy Duty Platform、A/SFR Spaghetti flexure rig、Spaghetti/Noodle tensile rig 

等を用いて測定した。 

 

３．結果および考察 

（１）十勝産小麦を使用したパスタについての検討  

１）十勝産小麦粉の品種間・年度別の成分比較  

供試試料 5品種（補足データ参照）について年度別に成分を比較した（図１）。超強力粉である

ゆめちからや、春まき小麦はタンパク値が高めであり、きたほなみとゆめちからの混合品種であ

る北海 262号は強力粉と中力粉の中間ぐらいのタンパク含量であった。タンパク含量は収穫年度

によって多少のバラつきがあったが、これは、平成 21年の日照不足や 22年の猛暑続きなどの異

常な天候の影響であり、今後もこのような原因で成分値のバラつきが生じる可能性は大きいと考

えられる。そのため、これらの加工特性の安定化が大きな課題である。また、灰分についても年

度や製粉状態で含量が変動し、灰分が少ない程白い粉になる傾向が見られた。十勝産小麦は灰分

が多い傾向があり、色差計による小麦粉の白さ（明るさ）測定では、平均して市販小麦よりも白

さが低かった。十勝産小麦の小麦粉を素材としたパンやパスタなどの製品は色がくすむ場合があ

ることから、これらの課題を改善する技術開発が必要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 品種間及び年度別の成分比較 

 

２）十勝産小麦粉の吸水率、生地形成時の伸長抵抗及び伸長度、加熱糊化粘度の測定（図２） 

各品種・年度別に小麦粉の吸水率と、生地ダレの傾向を試験した。試験した小麦ではゆめちか

らの吸水量が非常に高く、春よ恋は強力粉と同等、きたほなみは中力粉と同等の吸水率であり、

年度間による差は殆ど見られなかった。また、北海 262号は中力粉と強力粉の中間ぐらいの吸水

率であった。 混捏時の波形及び生地弱化度は、ゆめちからや春よ恋は中力粉と比較すると生地の

弱化度が低く、生地ダレしにくい性質であることから、パスタやパン向きの小麦粉と考えられる。



生地形成時の伸長抵抗はゆめちから、春よ恋、北海 262号が高い数値を示したため、コシの強い

パスタが出来ると予想された。加熱糊化粘度では、きたほなみで高い数値となり、やや薄力粉寄

りの性質を示すと考えられた。糊化粘度は麺にした場合の食感につながるため、うどん等の日本

麺ではきたほなみが向いているが、歯切れの良さも重要なパスタについては、ゆめちから、春よ

恋、北海 262号が適していると予測できる。このような物性評価は、これらを素材とする製品の

安定した品質を管理する上で重要と考えられる（詳細データ：補足データ参照）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 品種間及び年度別の吸水率、生地形成時の伸長抵抗及び伸長度、加熱糊化特性の比較 

 

３）生パスタ製造時の品種間比較  

各収穫年度・品種別に生パスタを試作し、物性をテクスチャーアナライザーで測定した（図３）。

上下２本のアームにパスタの両端を巻きつけ、上方のアームが一定速度で上昇し、引張されたパ

スタが切れた時の荷重を弾力性（コシの強さ）、切れるまでの時間を伸展性（伸びの良さ）として

グラフにプロットした。十勝産小麦品種の中では、ゆめちからの生パスタは弾力性が強いが伸展

性がきたほなみより低い傾向があった。一方、きたほなみは伸展性はあるが弾力性が弱い傾向が

あり、さらに春よ恋及びきたほなみについては収穫年度によって若干差があった。 

 

 

 

 

 

 

図３ 各収穫年度・品種別生パスタの物性評価 

 

４）小麦粉の生パスタ製造に向けた物性改良手法の検討 

原料の特性が若干異なる場合、パスタ製造においては製品の品質が安定しない可能性がある。

そこで小麦粉の調整により、安定したパスタ製造の為の手法について検討した（図４）。まず、ゆ

めちからときたほなみの混合品種である北海 262号の生パスタを物性測定したところ、弾力性及

び伸展性ともに高く、親品種の特性をバランスよく受け継いでいると考えられた（図４左グラフ）。

次にゆめちから、春よ恋、きたほなみを用い、２種類を 50％ずつブレンドした粉で試作したパス



タについて、物性を測定した（図４中央グラフ）。その結果、ゆめちからと春よ恋、ゆめちからと

きたほなみをブレンドした粉の弾力性・伸展性が向上する傾向があった。また、小麦粉は粉砕と

篩分けを繰り返して製粉されるが、その途中段階で出てくる粒子の粗い部分（セモリナ）で生パ

スタを試作し、物性測定を行った（図４右グラフ）。その結果、通常製粉されたきたほなみよりも

弾力性・伸展性が非常に高く、市販のデュラムセモリナ粉で試作した生パスタよりもコシの強い

パスタとなった。きたほなみセモリナは、通常製粉のきたほなみよりもタンパク質含量が高くな

っていたことから、グルテンの形成が良好であったためと考えられる。図にはないが、ゆめちか

らのセモリナについても同様の効果が見られた。 

 これらの結果から、品種改良等小麦粉自体の改良や、小麦粉のブレンド、製粉法により、品種

間や収穫年度によって生じるバラつきを抑える手法が有効であると考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 小麦粉の生パスタ製造に向けた物性改良手法の検討 

 

５）パスタ加工条件における物性改良手法の検討 

a)基本配合の変更による物性改善効果 

 生パスタの基本配合は小麦粉、水、食塩、オリーブオイルであるが、このうち物性に関与する

と考えられる水及び食塩の配合を変え、物性に変化があるか比較した（図５）まず、水の配合を

1％及び２％減少させた場合（図５左）では、弾力性が高くなり、伸展性が低くなることがわかっ

た。また、食塩を１％および２％増加させた場合（図５右）では、伸展性を殆ど変えずに弾力性

を高める傾向があった。うどん等の日本麺の製法では、水分を減らしたり、食塩配合量を増加さ

せることで物性に変化があると言われており、パスタにおいても同様の効果があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

           図５ 水及び食塩配合を変えた場合の物性変化 

 

b)副素材添加による物性改善効果 

23年度の試験では、全卵粉末・卵白粉末・グルテンおよび多糖類を加えて物性を比較し、（図

６左）、多糖類では伸展性に若干効果が見られ、全卵粉末・グルテンでは弾性・伸展性ともに改

品種改良 ブレンド粉の調整 製粉状態 



善されており、卵白粉末は弾性を高めることがわかった。今年度は一般的にうどんや中華麺類に

利用されている市販添加剤を使用した場合の改善効果を試験した（図６右）。使用した２種類の

増粘剤や植物性タンパク質製剤では効果が見られなかったが、貝殻焼成カルシウムを主成分とす

る添加剤（植物性タンパク質含む）を使用したところ、弾力性が著しく向上した。これは、強ア

ルカリ性である貝殻焼成カルシウムの効果と、植物性タンパク質（グルテン）の相乗効果と考え

られる。また、試作後冷蔵で45日間保存したが、貝殻焼成カルシウム剤を添加した場合は菌の増

殖が見られなかったことから、物性改善効果だけでなく賞味期限の延長にも有効であると考えら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 副素材添加による物性改善効果 

 

c)十勝産素材添加による物性改善効果 

 十勝には多数のチーズ工房があり、チーズ製造の際には副産物であるホエーが排出されている。

麺の物性改善に乳酸カルシウムを使用する場合があるが、このチーズホエーを添加することで麺

の物性に効果があるかを検討した（図７左）が、２％、５％の添加量では効果が見られなかった。

しかしチーズホエー濃度によっては効果が期待出来ることから、今後配合中の水分を全てホエー

に変えて試験する等、確認する必要がある。次に、柿渋が麺の物性改善に効果があるという文献

があったことから、ポリフェノールが麺の物性に影響を与える可能性が考えられる。そこで十勝

で製造されている、ポリフェノールを１６％含むあずきエキス製品（品名：あずきの素、コスモ

食品株式会社製）を 0.2％、0.5％の濃度で添加した場合のパスタの物性比較を行った（図７右）。

その結果、伸展性は殆ど変えずに弾力性を高くする傾向があった。 

 これらのように、十勝産の素材を用いた物性改善効果は、十勝産小麦粉のパスタに付加価値を

つけるためには重要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ チーズホエー及びあずきエキス添加による物性改善効果 

 



６）乾燥パスタの検討 

乾燥パスタの検討については、（公財）函館地域産業振興財団北海道立工業技術センターおよび

（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センターと共同で検討を行ってきた（図８）。昨年度

は、低温・低湿乾燥では麺線表面および断面構造が荒く、非常に脆い状態であり、茹でると裂け

てしまったが、高温・高湿乾燥では麺線表面が滑らかで断面構造も密であるという結果であった。  

今年度はショートパスタの乾燥条件について検討した。昨年度の結果では高湿乾燥で良好な状

態が得られたことから、今年度は湿度を 85％に設定し、乾燥温度を 30℃から 80℃まで段階的に

昇温した条件で試験した（図９左）。その場合の水分及び水分活性の推移を 30分ごとに測定した

ところ（図９右）、乾燥開始から 60分で市販乾燥パスタと同等の水分含量まで乾燥していた。 

 シェル型、フジッリ型、マカロニ型のショートパスタについて、昇温・高湿乾燥した場合のパ

スタ強度を測定し、低温・低湿（30℃、30%）、及び高温・低湿（80℃、30%）で乾燥させた場合と

比較した（図 10）。いずれのショートパスタも、昇温・高湿乾燥した場合の方が低湿乾燥した場

合よりも強度が高かった。これらのショートパスタの SEMによる反射電子像では、昇温・高湿乾

燥では麺の表面が滑らかで密な構造であったが、低湿乾燥したパスタではひび割れが見られた（図

11）。乾燥パスタの茹で試験を行ったところ、昇温・高湿乾燥では型崩れなく茹で上がったが、低

湿乾燥では茹でている間に割れが生じ、特に高温・低湿乾燥した場合のパスタで型崩れが激しか

った（図 12）。これらの結果から、パスタの乾燥は湿度乾燥が有効と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 低温・低湿及び高温・高湿乾燥における乾燥パスタの比較 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 乾燥温度・湿度条件とショートパスタ乾燥時の水分・水分活性の推移 

 

※乾燥試験：（公財）函館地域産業振興財団北海道立工業技術センター 

※断面の電子顕微鏡写真撮影：（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センター 

低温・低湿乾燥（30℃、30%） 

高温・高湿乾燥（85℃、85%） 



 

 

 

 

 

 

 

図 10 乾燥パスタの硬さ測定 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 乾燥パスタ表面の SEM観察画像 

 

 

 

 

 

 

図 12 乾燥パスタ茹で試験の写真 

 

（２）生パスタの製品化と市場調査 

１）製法技術の検討 

昨年度はパスタの製法技術について検討した。図18に示したように、加工工程で生地を真空包

装して1 日寝かせた場合と、そのまま成型した場合について比較したところ、真空無しの場合は

弱い部分と強い部分に非常にバラつきがあったが、真空で一日寝かせた場合はバラつきがおさえ

られ、弾力性・伸展性ともに強くなる傾向があり、この効果はどの品種の小麦粉にも有効であっ

た。パスタ表面の電子顕微鏡で観察では、真空無しの場合は表面が荒れているが、真空処理をし

た場合は非常に滑らかで密な麺肌が観察された（詳細データ：補足データ参照）。これらの結果

から、真空で寝かせることにより組織の結着が強くなり、組織間の水分移行が促進されたためと

考えられた。熟成が物性改善に効果があったことから、熟成日数で物性が変化するかを調べた結

果、真空処理後２日間の熟成では1日間よりも強くなっていた。さらに３～10 日目まで熟成期間

を増やしたが、2 日目以降は著しい変化は無かったことから、熟成期間2 日間で弾性および伸展

性の向上が十分得られると考えられた。その間の細菌検査を行ったが、初発菌数の増加は見られ

無かった。 
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※電子顕微鏡写真撮影：（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センター 
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       図 13 小規模パスタ加工における技術の検討（昨年度データ） 

２）品質管理に関する検討 

生パスタについて冷蔵保存時の物性変化や菌数測定、冷凍時の物性変化などの品質管理につい

て検討した（図 14）。冷蔵保存においては試験した 5週間目までは菌数の増加は見られなかった。

物性については冷凍による劣化は殆ど見られないが、2週間を超えると徐々にコシが弱くなって

いくことが判った。これらの結果から、商品化される生パスタは、冷蔵保存で 10日程度の賞味期

限を設定した。その後、真空処理時間を長くする等様々な改良を加え、管内食品製造業の道東ラ

イス株式会社に技術移転し、試作初期よりもコシの強いパスタを得る事が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

図 14 冷蔵保存時物性変化（左）と冷凍時物性変化（中）、改良前後の物性比較（右） 

 

３）生パスタの商品化と市場調査 

十勝産小麦の生パスタは、平成 23年 10月から道東ライス株式会社で製造・販売を開始し、帯

広市内レストランや、帯広近郊のビストロカフェに卸販売を継続して行っている（図 15）。 

今年度は、8月 2～3日に東京ビックサイトで開催された第７回アグリフード EXPO2012（株式会

社日本政策金融公庫主催、）及び 9月 12～13日に池袋サンシャインシティーで開催されたインフ

ォメーションバザール in Tokyo2012（北洋銀行・帯広信用金庫主催）において、アンケートによ

る市場調査を行った（図 16）。生パスタは沸騰浴中で 3分（フィットチーネの場合は 4分）茹で、

湯切りした後小皿にとりわけ、市販のミートソースを乗せてバイヤー等に提供、試食した後にア

ンケート用紙に回答を記入していただいた。それぞれ試食後、Q1：外観（色、艶）、Q2：（小麦の）

香り、Q3：食感（コシ等）、Q4：（希望する）日持ち、Q5：（妥当と思われる） 販売価格、Q6：（商

談等）購入意欲について回答して頂き、ご意見等を自由回答欄に記入して頂いた（図 17）。調査

結果（図 18）では、外観及び香りについては、好ましい・どちらかといえば好ましいを合わせて

パスタ試作フロー図 真空処理なし 真空処理あり 

品種別真空処理の効果 真空処理日数うの検討 



それぞれ 89％、95％であり、食感については好ましいが 66％、どちらかといえば好ましいが 28％

であったことから、製品評価は非常に高いことが判った。特にモチモチ感については評価が高く、

このパスタの特徴であると考えられる。日持ちについては 1～2週間であればよいという意見が

41％、次いで 2～3週間、3週間であった。妥当と思われる価格帯は卸値で 100～300円が最も多

く、現在の販売価格は概ね妥当と考えられた。購入意欲については、買いたい・やや買いたいが

合わせて 82％であった。その他の意見としては、パスタの太さがもう少し細い方が良いという意

見などが多かった。 

図 15 道東ライスで商品化された生パスタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 展示会パンフ及び試食提供用セッティングとアンケート回答状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 市場調査回答社内訳と回答表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 市場調査結果 

 

４）他関連製品についての開発検討 

a)パスタソースの開発検討 

今年度、北海道司厨士会メンバーを中心とした十勝産小麦支援協議会が発足され、十勝の新し

いご当地グルメとして、「十勝ボロネーゼ」が十勝管内 18社のレストランで提供されている。道

東ライス株式会社が製造するパスタも十勝ボロネーゼに使用されており、本事業での研究が生か

されている。ボロネーゼソースは香味野菜と合いびき肉のトマトソース（デミグラスソースも配

合）に、あらかじめ加熱調理したマッシュルーム、小豆、金時豆、丸麦を加えたものであり、赤

い色が鮮やかな、豆や丸麦の歯ごたえがしっかりした製品である。このボロネーゼソースについ

てレトルト販売に向けた試験を行った（図 19）。ボロネーズソースを 150gずつレトルト用アルミ

パウチに入れ、空気を抜きながらシーラーで封をした。レトルト処理は、レトルト殺菌機（株式

会社日阪製作所製）を用い、121度 20分及び 121度 15分で処理して F値を測定した。その結果、

開始から 15分後に 120.3℃に達温した時点で F値=4を超え、19分後には F値=8、24分後には F

値=12.9 となった。内容物については、加熱前よりも若干変色が見られ、加熱時間の違いで比較

すると、20 分加熱した場合の方が 15 分加熱の場合よりも変色度合いが強い傾向だった。そこで

幕別町の株式会社とかち麺工房で、加熱温度を 115℃、加熱時間を 20分に設定したレトルト試験

を行った。その結果、変色も少なく、F 値も 8.0 以上を確保できていた。今後は、通販などで十

勝産小麦のパスタとのセット販売を考慮し、開発を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 ボロネーズソースレトルト試験 



b)十勝産素材を活用したカラフルパスタの開発検討 

十勝産小麦は灰分含量が多めであり、製品色が外麦を使用した場合よりもくすんでいる場合が

ある。そこで生パスタ製造時に十勝産野菜等の素材粉末を配合した生パスタを試作し、それらを

プレーンなパスタにミックスして色味をマスキングした（図 20）。素材粉末には、発色が良いと

思われる、音更産カボチャパウダー、清水産アスパラ擬葉粉末、十勝産あずきエキスを選択した。

この試作品は本事業での新たな商品化の提案品として、昨年 10月 25日に開催された函館での地

域資源高付加価値化研究会、同 11月 19日に開催された帯広での地域資源高付加価値化研究会で

「カラフルパスタ」として展示・試食を行った（図 21）。調理を依頼したホテルのシェフ等から

は、色味が良く、主食だけでなくサラダ等にも利用できることから、商品化された際には利用し

てみたいとの意向があった。今後は、混合する野菜パウダーの確保と原料コストを検討し、販売

に向けた検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 十勝産野菜素材を配合した「カラフルパスタ」の試作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 函館・帯広での地域資源高付加価値研究会における「カラフルパスタ」の展示・試食 
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（３）地場産小麦粉を用いた菓子用小麦粉の開発  

１）市販薄力粉ときたほなみの成分・物性の比較 

十勝管内菓子製造業者から、十勝産の薄力粉におけるニーズが高いことから、菓子向きの小麦

粉の開発を検討した。指標となる小麦粉には、菓子用小麦粉として評価の高い市販銘柄の小麦粉

を選択し、現在主流の栽培品種であるきたほなみを改質することで加工適正を高める検討を行っ

た。昨年度は指標となる小麦粉および十勝産きたほなみの成分・物性評価を行った（図 22）。成

分分析では、指標となる小麦粉は一般的に市販されている小麦粉よりもタンパク質がやや少なめ

であるが、きたほなみは中力粉に近かった。熱処理によるタンパク質の変性等で菓子用小麦に近

いものができる可能性が示唆されたことから、（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センタ

ーで X線回析による分析をした（図 23）が、湿熱処理によって生じるピークの消失は指標小麦粉

では見られなかった。このことから、熱処理以外の方法でのきたほなみの改質を検討する必要が

あると考えられる。 

 

図 22 指標となる市販小麦ときたほなみの物性比較 

 

 

 

 

 

 

図 23 市販小麦粉（左）、湿熱処理した小麦粉（中）および指標小麦粉（右）の X線回析データ 

 

２）エージング処理によるきたほなみの改質 

 23年度産のきたほなみを 15～20℃の保管庫で約 1年間保存してエージング粉とし、通常販売品

（製粉してからあまり時間が経過していないもの）のきたほなみとの比較を行った。まず、各サ

ンプルについて（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センターで X線回析、SEM観察、粒

度分布測定を行った。X線回析では、波形に大きな違いは見られなかった（図 24）が、SEM観察

では通常販売品にはグルテンの塊が多数観察され、エージング粉では少ない傾向であった（図 25）。

また、粒度分布測定では粒子径 0.8、22、76μmの位置にピークが見られ、そのうちグルテン粒子

の塊を含むと考えられる 76μmのピークがエージング粉では減少していた（図 26）。各サンプル

のファリノグラフでの分析では、生地混捏時の弱化度が大きくなっており、グルテン強度が弱く

なっていると考えられた（図 27）。これらの結果より、エージングにより小麦粉のタンパク質が

変性している可能性が示唆された。 

 

※X線回析：（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 きたほなみ（左）及びエージング処理したきたほなみ（右）の X線回析データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

図 25 エージング粉と通常販売品の SEM画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 エージング粉と通常販売品の粒度分布測定 

エージング粉（×200 倍） 通常販売品（×200 倍） 

エージング粉（×500 倍） 通常販売品（×500 倍） 

※X線回析：（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センター 

※電子顕微鏡撮影：（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センター 

※粒度分布測定：（地独）北海道立総合研究機構食品加工研究センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 エージング処理後のきたほなみの物性分析 

４．今後の課題 

 本事業では十勝産の小麦粉の品質特性について分析し、それら基礎データを活かして生パスタ

の開発、菓子用小麦粉の開発を検討した。生パスタは製造販売に至ったが、遠方への販売戦略と

しては乾燥パスタを製品化することが重要であり、実製造に合わせた追加試験やコスト低減等に

ついての検討が必要である。本事業ではパスタソースの検討も行っており、乾燥パスタとのセッ

ト販売の可能性も考慮しながら開発を進める。 

 

５．要約 

【十勝産小麦を使用したパスタについての検討 】 

供試試料 5品種について年度別に成分・物性を比較し、ゆめちからや、春まき小麦はタンパク

値が高めであり、生地の弱化度が低く、伸長抵抗も高い数値を示したことから、パスタやパン向

きの小麦粉であると考えられた。加熱糊化粘度では、きたほなみで高い数値となり、やや薄力粉

寄りの性質を示すと考えられた。 生パスタの物性測定では、ゆめちからの生パスタは弾力性が強

いが伸展性がきたほなみより低い傾向があった。一方、きたほなみは伸展性はあるが弾力性が弱

い傾向があり、さらに春よ恋及びきたほなみについては収穫年度によって若干差があった。そこ

で安定したパスタ製造の為の各種手法について検討し、品種改良による物性改善や、小麦粉のブ

レンド、製粉法により、品種間や収穫年度によって生じる品質特性のバラつきを抑えられると考

えられた。また、水や食塩などの配合や副素材の添加により、物性改善できることがわかった。

さらにショートパスタの乾燥条件について検討し、湿度乾燥が有効であると考えられた。 

製品化された生パスタについての市場調査を行ったところ、製品評価は非常に高く、特にモチ

モチ感については評価が高かった。今後は、通販などで十勝産小麦のパスタとのセット販売を考

慮し、ソース等の開発を進める。また、十勝産野菜等の素材粉末を配合した生パスタについては、

混合する野菜パウダーの確保と原料コストを検討し、販売に向けた検討を行う。 

【地場産小麦粉を用いた菓子用小麦粉の開発 】 

きたほなみを改質し、菓子用小麦粉として加工適正を高める検討を行った。熱処理による澱粉

の変性等があるか X線回析による分析をしたが、湿熱処理によって生じるピークの消失は指標小

麦粉では見られなかった。そこでエージング処理によるきたほなみの改質を検討したところ、エ

ージングにより小麦粉のタンパク質が変性している可能性が示唆された。 


