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研究背景

•現在の小麦科学の進歩は著しく、カステラ製
造に用いられる小麦粉に対しても関心が持た
れている。高品質のカステラを製造するために
単に小麦から粉砕しただけの小麦粉を用いる
だけではなく、そこに改良処理を施した小麦粉
を用いて高品質で安定なカステラの製造が待
ち望まれていた。
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従来技術とその問題点

•日本人の好みの傾向は一般に高年齢者はそのねとつき感の
強い方を好み、若いヒトはドライなスポンジ感を好むという傾向
にある。

•主原料の小麦粉選択についても職人の独自の感と技術で行
われ、かれらの感によってカステラの美味しい食感が引き出さ
れてきた。

•すなわちこれまで職人の感にたよってきた小麦粉の選別によ
る美味しいカステラから、だれもがしかも再現性よく簡単につく
ることのできる高品質カステラにするにはどのような小麦粉改
良方法があるか。

•これを解決することが本発明の課題であった。
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新技術の特徴

（１）小麦粉のタンパク質含量が9-10％ほどのカ
ステラ用小麦粉を用いて室温でエージング

する。あるいはほぼ120℃までの各温度で
乾熱処理を行う。

（２）室温でのエージングには乾熱処理は全く行

わない。

（３）各温度での加熱処理方法は乾熱処理で行

う。

（４）乾熱処理方法は、水分14％ほどの小麦粉を
温度ほぼ120℃２時間の場合を上限とす
る。これより乾熱処理温度を下げる時には

処理時間を長くする。



5

新技術の基となる研究成果・技術

小麦粉改良処理は、小麦粉の長期間の室温放置、及び120℃等の
高温度の短期間乾熱処理を行なうものである。こうして調製した
改良小麦粉を用いてカステラ製造を行うと、極めて品質の安定し
たカステラの製造が可能であった。本発明はこのようにカステラ
の品質を一定にコントロールできる小麦粉製造を目的とする発明
である。その基本になる研究成果は以下の論文である。

1. C. Nakamura and M. Seguchi  Improving effects of stored wheat flour on pancake texture. 
Food Sci. Technol. Res., 13, 221-226,  2007.

2.    C. Nakamura, Y. Koshikawa and M. Seguchi  Effect of flour changes due to storage on 
kasutera cake volume. Food Sci. Technol. Res., 13, 351-355,  2007.

3.    C. Nakamura, Y. Koshikawa and M. Seguchi  2008 Increased volume of Kasutera cake 
(Japanese specific cake) by dry heating of wheat flour. Food Sci. Technol. Res. 14,(5) 431-433,2008.
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• 図1－11に発表内容の概略データーを示
す。
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（発明の効果）

小麦粉を紙袋の中に入れ、室温暗所でほぼ１年間
（12ヶ月）放置した後、カステラベーキングするとカス
テラの膨らみは上昇し、食べた時の食感はドライな食
感（スポンジ性）を得るようになる。
また、小麦粉を鉄板上に敷き、１２０℃、１０ー１２０分
間あるいはそれより低い温度で長時間乾熱処理する
ことにより、カステラの膨らみ増加と食べた時のドライ
な食感を与えることができるようになる。
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（発明を実施するための最良の形態）

カステラ製造方法は以下のように行う。全
卵、卵黄、砂糖をはじめに混合し、そこに
水飴、はちみつ、水を湯煎にかけてよく混
ぜ合わせ、キッチンエードーミキサーで混
合する。種比重0.52を確認した後、小麦粉
（全体の約1８%)を入れて生地比重が0.58
～0.60であることを確認する。次に出来上
がった生地をカステラ枠に入れ、ベーキン
グする。アワ切り後、鉄の蓋をし、25分間
ベーキングしてカステラを調製する。
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図１ Kasutera is a popular cake in Japan. It was first imported from Portugal in the 1500's   
(Kariyazono, 2004), and has been changed to suit Japanese tastes. The Kasutera cake is 
composed of 17 % soft wheat flour, 30 % of sugar, 27 % of whole egg, 5 % of egg yolk, 9 % of 
liquid sugar, 4 % honey, and 7 % of water; the percent of whole egg is higher than that of wheat
flour, the leavening of the cake is due to egg white protein and the role of wheat flour is as a
cement or suppot among egg white foam. 
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図２ エージング小麦粉とカステラ容積変化とベーキング
後の室温でのカステラ容積のしずみ具合
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図３ エージング小麦粉のミキソグラフプロフィール
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図４ エージング小麦粉で焼いたカステラのモデル
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図５ 乾熱処理小麦粉で焼いたカステラの膨らみ変化、室温での
カステラのしずみ具合
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図６ 乾熱処理 (at 120℃ for 120min) 小麦粉のミキソグラフ
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図７ 乾熱処理小麦粉によるカステラバッターの安定性
(A: control, B: 120℃-10min, C: 120℃-20min, 
D: 120℃- 30min,E: 120℃-60min, F: 120℃-120min)
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図８ 乾熱処理小麦粉によるカステラ
の断面図
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図９ 乾熱処理小麦粉から分離したデンプン粒（PS)の親油

（A)。Bはそのコントロール。

W; 水、 O；油、 PS;デンプン粒、
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図10   水中における乾熱処理小麦デンプン粒（S)と

オイルドロップ（O)の顕微鏡写真
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図11   乾熱処理小麦粉によるカステラ
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想定される業界

• 利用者・対象
カステラ、ケーキ製造メーカー、新健康食品を
さがす研究グループ
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実用化に向けた課題

• 現在、新品質カステラについてその製造が
可能なところまで開発済み。しかし、大量
小麦粉乾熱処理の点がさらに研究の要あり。

• 今後、大量小麦粉乾熱処理について実験
データを取得し、新品質カステラ製造に適
用していく場合の条件設定を行ってゆく。
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企業への期待

• 未解決の大量小麦粉乾熱処理については、
長田産業（株）の技術により克服できると
考えている。

• カステラやケーキ類の製造技術を持つ企業
との共同研究を希望。

• また、健康食品分野への展開を考えている
企業には、小麦粉乾熱処理技術の導入が有
望と思われる。
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