製 品情 報 P R O D U C T I N F O R M AT I O N

米粉を使った食品の食感を改良する

Present

DKフォーマーB -120

黒染ブックカバーを
5 名様にプレゼント

世紀の匠でお伺いした馬場染工業
『 柊屋新七 』の文庫本用ブックカバーです。

1. グルテンフリー素材としての米粉
グルテンとは、小麦やライ麦などから生成されるタ

ことができます（ 図２）。また通常、ショ糖脂肪酸エス
テルはあらかじめ水や油脂へ加熱溶解することでその
効果を発揮しますが、ＤＫフォーマーB-120は加熱溶解

ンパク質の一種です。 特に欧米では、グルテンの摂取

しなくとも溶解時と同じ効果が発揮できるよう加工され

病患者が増え続け、米国では 20 07年で既に150万人

できるため、米粉プレミックスへの使用も可能です。

で慢性的な小腸の炎症性疾患を引き起こすセリアック
以上、欧州では 2016 年で 50 0万人以上の患者がいる

といわれています。これを背景に、“グルテンフリー”と
いう言葉が定義化され、グルテンを含まないグルテン

フリー食品が市場に投入されました。 昨今、セリアッ

ています。 米粉のような粉体原料と直接混合して使用
このようなDKフォーマーB-120 の特 長を生かした

製品提案を通じて、今後もお客様のニーズに貢献して

いきます。

黒染体験の修学旅行生に家紋についてお話をして、
日本の伝統文化に興味をもつ機会作りをされています。
旅行から帰った学生から「 家で教えてもらった 」
「 思っていた家紋で合っていた 」と、嬉しい報告があるそうです。
花個紋は花の姿、性質、歴史を踏まえてその日を象徴する花が選ばれています。
ご自身の誕生日の紋は、さて何でしょうか。
※ご希望の紋をご指定ください。 下記 URLからお調べいただくか、花個紋の場合はご希望の月日をお書き添えください。
ご希望がない場合は黒染のみのブックカバーをお届けします。
花個紋
家紋

ク病や小麦アレルギーでない人たちの間でもグルテン

http://www.black-silk.com/contents/experience/366/
http://www.black-silk.com/gallery/

住所・氏名・電話番号・会社名と『 拓人 』へのご意見・ご感想に、
「 2018 夏号プレゼント希望 」とお書き添えください。

フリー食品に注目が集まっています。 このことからも

（ 応募いただいた個人情報は、プレゼントのお届け目的以外に使用することはありません。）

均成長率が約 20％と予測している報告もあります 1）。

《 プレゼント応募、ご意見ご感想はこちらまで 》

締切

グルテンフリー食品の需要は急激に増加し、年間の平

このようなマーケットトレンドは日本でも定着しつつ

：ショ糖脂肪酸エステル

2. 米粉とDKフォーマーB-120
が好まれ、ケーキやパン、クッキーなどにも使われる

ようになりました。 米 粉の主成分であるでんぷんは、
直鎖状のアミロースと枝分かれ状のアミロペクチンか

らできています。でんぷんに水を加えて加熱すると糊
化が起こります。 糊化したでんぷんを室温以下で放置

するとアミロースが結晶化し、アミロペクチンも再配

列、再結晶化を起こします。これをでんぷんの老化と

呼び、老化により米粉を使った食品の味や食感が悪く

なることが課題となっています 3）。

DKフォーマーB-120は、ショ糖脂肪酸エステルと食

品素材を配合した食品用乳化剤製剤です（ 図１）。 米

粉を使った食品のでんぷんの老化を抑制し、もちもちと

した、やわらかい食感を維持するのに役立ちます。 米

粉を使用した団子にDKフォーマーB-120を配合すると、

でんぷんの老化にともなう団子の硬さの上昇を抑える
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表紙の写真は「 アクアロン」の応用評価です。

前号から始まった「 教えてDK S」はイラスト
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米粉は、団子や煎餅は元より、もちもちとした食感

：食品素材

硬さ（ 歪み率

定し、米粉の利用拡大を後押ししています 2 ）。

第一工業製薬（株）
『 拓人 』係

Fax. 075 -323 -5976

図1 DKフォーマーB -120 のイメージ図

リー需要の増加を見込み、米粉を生かした商品開発

米粉製品普及のための表示に関するガイドラインを策

当選者発表はお届けをもって代えさせていただきます。

e -mail：d-kouhou@dk s-web.co.jp

とつとして米粉が挙げられます。 日本ではグルテンフ
に取り組むメーカーが増えています。 農林水産省は、
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あります。 グルテンフリー食品に使用される素材のひ
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家紋や誕生日の紋（ 36 6日の花個紋 ）をお入れします。
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ントをいただきました。 少しでも化学を身近に
感じていただきたい思いで、当社の研究員ミス

7

ターDK Sに取材をしながら、できるだけ分かり
やすく作っています。

測定装置：レオメーター（ 破断強度解析）
測定速度：1mm/sec、使用器具：直径 3cm円柱

図 2 団子の硬さの経日変化
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「 京のみちくねくね 」は、夏号ということも

あってか妖怪が登場します。 嵐電妖怪電車はご
存知でしょうか。京都の四条大宮駅から嵐山駅

間の路面をお盆あたりに妖怪の棲家のような電

車が走ります。 妖 怪のクオリティが高く泣いて

しまう赤ちゃんやお子さんも。 妖怪メニューや

妖 怪商品の販 売や、妖 怪の 仮装で 乗車すると

下浦 香帆

しもうら かほ

機能化学品営業部
生活材料グループ東部チーム

運賃が安くなるなど面白い特典があるイベント

です。 昨年で11年目だったとのことで、12 年目

もぜひ走ってほしいと願っています。

アクアロンは当社が198 0 年代に製 造・販 売を開始した高
機能な界面活性剤です。分子構造中に樹脂の原料となるモノ
マーと反応する部位を持つことから「 反応性界面活性剤 」と
呼ばれ、日本発の技術として世界各国へ展開しています。
有機溶剤を使用しない水系の塗料・コーティングや粘着剤
は、大気汚染の防止・作業環境の改善・シックハウス症候群
の対 策として市場を拡 大しています。 アクアロンはこれらの
ベースとなる水系樹脂を製造するための乳化剤であり、見え
ないところでみなさまの快適な暮らしに貢献しています。

お問い合わせ

k.shimoura@dks-web.co.jp

☎ 03-3275-0564
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