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食品クイズ 

問題、解答、解説 

2012 年 4 月に開催された農研機構・食品総合研究所の一般公開でおこなわれた「食品クイズ」

の問題集です。今年は展示に関係した問題を集めて出題しました。 

 

  
このクイズは食品総合研究所のウェブサイト

http://www.naro.affrc.go.jp/nfri/ 

に掲載する予定です。 

お楽しみに！ 
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【問題１】 「小麦粉・グルテンなしで米粉生地を膨らませる食品加工技術」で米粉生

地に入れるのはどれでしょうか？ 

１．グルタチオン、２．グルタミン、３．グルテン、４．グルコサミン 

 

正解は１の「グルタチオン」です。グルタチオンはほとんど全ての生物がもっている

天然ペプチドで、アメリカや東南アジアでは食品として利用されています。日本では

グルタチオンを含む酵母エキスが食品として利用されています。 
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グルタチオンをいれた米粉パンと、通常の小麦粉パンでは生地の性質が違います。攪

拌時には、グルタチオンを添加した米粉生地は、牛乳を混ぜるような感じを受けます。

一方、小麦粉の生地は粘りがあり、全体がつながっています。また、発酵時には、グ

ルタチオン米粉生地はメレンゲ状なので、一部をスコップですくい取ることができま

すが、小麦粉の生地は全体をもちあげることができます。これらのことから、グルタ

チオンを入れた米粉パンは、小麦粉のパンとは違ったメカニズムで膨らんでいると考

えられます。 
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【問題２】 米粉の性質は、粉砕機の種類によってそれぞれ違うのでしょうか？ 

１．はい ２．いいえ 

 

正解は１の「はい」です。米粉を製造する粉砕機は様々ありますが、できる米粉もご

覧のように様々です。 

 

  



2012 年食品総合研究所一般公開 食品クイズ  4 

 

 

米粉の性質は例えば吸水性に現れます。同じだけ水を加えても、かたや硬い生地にな

るのに、かたやドロドロの状態になります。この違いを知っておくことは、米粉を使

ってパンや麺を作るときに役立ちます。 
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【問題３】 実際に出荷されている農産物の生産情報が閲覧できる Web サイトの愛称

はどれでしょうか？ 

１.SUICA  ２.SEICA ３.SOUCA ４.SORECA 

 

正解は２の「SEICA」です。「SEICA」は、野菜や果物という意味の『青果』から名

付けられた、農産物１つ１つの素顔をみなさんに知っていただくための WEB サイト

です。 
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【問題４】 実際に出荷されている農産物の生産情報が閲覧できる Web サイト

（SEICA)において、茨城県には、９４１件の登録があります。野菜で一番多い登録品

目はどれでしょうか？ 

１．トマト ２．れんこん ３．人参 ４．いちご 

 

正解は 1 の「トマト」で 44 件です。次いで、2 位が『人参』で 39 件、3 位が『いち

ご』と『みず菜』が同位で 31 件です。ちなみに生産量が全国１位で約 45％の生産量

を茨城県が占める『れんこん』 は、24 件で 6 位でした。 
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日本全国、全都道府県で SEICA が利用されています。カタログ登録件数は、2010 年

8 月現在で、約 1３,５00 件です。毎日登録が増えています！！ 
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【問題５】 パン酵母（サッカロマイセス セルビシエ）は米粒と比べてどれくらいの

大きさでしょうか？ 

１．約 1/8、２．約 1/80、３．約 1/800、４．約 1/8000 

 

正解は３の「約 1/800」です。パン酵母の大きさは 4 から 14 ミクロンです。米粒は

5mm 程度ですから、酵母の約 800 倍となります。 
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製パン用圧搾酵母、通称生イーストは 1 グラムの中に 100 億個のパン酵母がいます。

通常、食パン一斤を作るために 5 グラムの生イーストを使いますので、食パンは 500

億個のパン酵母が力を合わせて膨らませているのです。 
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【問題６】 製パン用酵母（イースト）を育てる培地の原料は何でしょうか？ 

１．石油、２．砂糖、３．サトウキビ、４．お米 

 

正解は３の「サトウキビ」です。サトウキビから砂糖をとった残りの糖蜜を使って、

製パン用の酵母は育てられます。 
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糖蜜は、イーストの培地だけでなく、発酵によってグルタミン酸やアルコールを製造

する原料にもなります。 
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【問題７】 トマトの果柄に離層ができない変異体を何というでしょう？ 

１．コードレス ２．ゴンザレス ３．ジョイントレス ４．ワイヤレス 

 

正解は３の「ジョイントレス」です。普通のトマトには収穫するときにポキッと折れ

る離層がありますが、突然変異により離層ができない品種もあります。 
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ジュースやケチャップのようなトマト加工品を作るための品種の多くは、現在、この

ジョイントレスタイプになっています。通常、収穫時には加工用に使われるトマトの

ヘタを取り除く必要があります。しかしこの図のように、ジョイントレス品種の果実

をもぐと、ヘタが植物本体側に残るため、通常品種に比べ、収穫の手間が一段階省け

るため、収穫作業が効率化されるのです。 
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【問題８】 トマトの果実の赤い色素は何という物質でしょう？ 

１．デコピン ２．デコポン ３．リコピン ４．スカンピン 

 

正解は３の「リコピン」です。リコピンは、トマトの果実が成熟を開始すると共に合

成されるカロテノイドです。 
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トマトがおいしく見える鮮やかな赤色。これはリコピンという色素の色です。市販の

トマトジュースはとても鮮やかな色をしていますが、ふつうに生で食べるトマトを使

ってジュースを作っても、薄い赤色になってしまいます。濃い赤のジュースを作るに

は、特別にリコピンが多い、高リコピン品種が使われています。 
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【問題９】 次の４つは食品の MRI の画像です。うどんの画像はどれでしょう？ 

１．１番の画像 ２．２番の画像 ３．３番の画像 ４．４番の画像 

 

正解は１番の画像です。表面から水が入り、中心で水分が少なくなっていることが分

かります。2 番は水に浸した大豆の画像で、白く見えるのは葉脈です。豆はのちに双

葉の部分になる、ということが分かります。3 番は、米の炊飯途中の画像で、表面か

ら水分が入り、中が割れて隙間ができている様子が分かります。炊きあがるにつれて、

この隙間が埋まっていきます。4 番は、アル・デンテにゆでたスパゲティの画像です。

表面から水が入り、同心円状の水分分布が観察できます。中心のグレイの部分は水分

が少なく、アル・デンテに特徴的な硬い歯ごたえを生みます。 
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医療用のＭＲＩと同じ原理で、食品の組織構造や水分の分布を見て、品質を調べるこ

とができます。 
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【問題１０】 一番長くゆでたうどんの MRI の画像はどれでしょう？ 

１．１番の画像 ２．２番の画像 ３．３番の画像 ４．４番の画像 

 

正解は３番の画像です。ゆで時間が長いと、表面の水分が多くなり、水を吸ったぶん

麺が太くなります。４番は、９分ゆでたうどん（２番）を４時間室温に放置して、の

びてしまったものです。表面の水が（赤）が中心に移動し、表面と中心との差が少な

くなっていきます。このことで、表面から中心に向かっての微妙な歯ごたえの差が少

なくなり、いわゆる“のびた”食感になります。 
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わたしたちが食べているうどんは、小麦粉と食塩水を練ってめんにしたものです。夏

の定番、冷麦やそうめんも同じ原料ですが、これらの違いは一体なんでしょう？乾麺

については、うどん、冷麦、そうめんの表示は日本農林規格（JAS）で定められた基

準に基づいており、これらは太さで区別されています。 
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【問題１１】 乾いた稲わら 25 グラムを原料として、得られる糖を全部用いてエタノ

ールの発酵生産を行うと、最大でどのくらいの燃料用エタノールを造ることができるで

しょうか？ 

１．7 mL ２．25 mL ３．135 mL ４．350 mL 

 

正解は１の「7 ミリリットル」です。 
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道端の雑草を鎌でひと刈りしたら、そこから約 7 ミリリットルのエタノールが得られ

ることになります。これは、小さいビール缶（135 ミリリットル缶）に入っているエ

タノールの量と大体同じです。このことは、「雑草ひと刈りが、ほろ酔いビールに変

わる」という、バイオマスの高いポテンシャルを示していますが、残念ながら、草酒

では味が保証できないだけでなく、「王様のビール」というくらい高級な製品になっ

てしまいます。そこで、当所では、バイオマスを有効利用するため、「私たちのビー

ル」になるくらいの安い値段でバイオエタノールを製造できるような技術開発を進め

ています。 
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【問題１２】 稲わらからバイオエタノールを造るときには、主にブドウ糖をアルコー

ル発酵することになります。稲わらなど繊維質からの主要なブドウ糖の供給源であり、

ティッシュペーパーやワラバン紙の主成分でもある物質は、次のうちどれでしょうか？ 

１．サルロース  ２．シルロース ３．スルロース  ４．セルロース 

 

正解は４の「セルロース」です。 
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セルロースは、ご飯やパンなどの主成分である澱粉と同じように、ブドウ糖が長く繋

がったものですが、繋がり方が違っていて強固な繊維質となってしまい、人が食べて

も分解・消化されません。酸や高温水などを使った苛酷な処理か、微生物などが生産

するセルラーゼという酵素で分解することによって、アルコール酵母や人の栄養源に

もなるブドウ糖に変わります。 
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【問題１３】 テイスターとは、実際に味わって、味や香りなどを評価する人のことで

す。訓練を受けたコーヒーのテイスターは、一般の人よりも、コーヒーの味や香りを表

現する言葉をたくさん知っているでしょうか？ 

１．はい ２．いいえ 

 

正解は１の「はい」です。 
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食べ物の品質評価に、テイスティングは欠かせません。コーヒーの他にも、いろいろ

な業界に、テイスティングのプロがいます。例えば、ワイン、ウイスキー、日本茶、

ごはんなどです。食品総合研究所は、さまざまな食品の研究をするので、１種類の食

品限定のテイスティングのプロではなく、オールマイティのテイスティングのプロが

います。 
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【問題１４】 コーヒーテイスターが使う用語を、外観、香り、味、口当たり、総合的

な印象に分類したとき、最も多いのはどれでしょうか？ 

１．外観 ２．香り ３．味 ４．口当たり ５．総合的な印象 

 

正解は２の「香り」です。コーヒーの感覚用語集には、全 127 語のうち、香りに関す

る用語が 61 語登録されています。 
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日本語のコーヒーの感覚表現は多彩で、微妙に違う言葉でニュアンスを表現し区別す

ることができます。消費者よりプロ、プロよりテイスター、といったように、専門性

が上がるほど語彙は豊富になります。テイスターは特に多くの種類の香り表現を持っ

ています。 
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【問題１５】 次の食べ物はすべて食中毒の原因となりましたが、死亡者が出ていない

ものはどれでしょうか？ 

１ ． メロン、２．ユッケ、３．かしわ餅、４．和風キムチ 

 

正解は４で、他の３つの食品には全て死亡事例があります。「和風キムチ」でも 2001

年に大腸菌 O157 食中毒事件が起きたものの、死者は出ていません。なお 2000 年の

カブ浅漬食中毒事件では死者が出ています。 
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食中毒といえば「肉・魚」を思い浮かべがちですが、野菜による食中毒も無視できま

せん。現在、少なくとも先進国では農薬中毒事件がほとんど起こっていない一方、大

腸菌 O157 やサルモネラなどの微生物による大規模な食中毒事件は、世界の各地で毎

年のように起こっています。「どこから食中毒菌がやってくるのか」という点につい

てはよくわかっていないのですが、堆肥や農業用水、あるいは畑に侵入した動物など

が、収穫物の汚染原因として疑われています。この他、収穫等の作業の際に作業者か

ら菌が移る可能性もありえます。 
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【問題１６】 カットキャベツ、ハチミツ、納豆、まぐろ照焼きのうち、国内で食中毒

事件が起こっていないものはいくつあるでしょうか？ 

１ ． １つ、２．２つ、３．３つ、４．４つ、 ５．１つもない 

 

正解は５で、全て食中毒事件が起こっています。カットキャベツは大腸菌 O26 食中

毒、ハチミツは乳児ボツリヌス症、納豆卵はサルモネラ食中毒、そして学校給食で「ま

ぐろ照焼き」ヒスタミン食中毒が報告されています。 
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① まぐろなどの赤身魚（加工品）を常温で放置すると、そこで増えた菌がアレルギ

ー症状の原因となる物質を作り、食中毒の原因となることがあります。2008 年

度に学校給食で３件の集団食中毒が発生したことから対策が進められ、大規模な

集団食中毒事例は減ってきましたが、現在でも小規模・単発的な事件の発生はみ

られます。  

② これまでも牛肉やレバーなどを生食することでサルモネラや腸管出血性大腸菌

による食中毒事件が報告されており、厚生労働省は対策をとってきました。その

ような中で 2011 年春にユッケによる食中毒が発生し、5 名の死者が報告されま

した。このようなことを受け、同年 10 月から生食用牛肉に関する基準が設けら

れ、違反すると刑罰を伴うことになりました。 

  



2012 年食品総合研究所一般公開 食品クイズ  32 

 

【問題１７】 食品害虫コーナーで今回展示したのは、何の昆虫の模型でしょうか？ 

１．ノシメマダラメイガ、２．クロゴキブリ、３．コクゾウムシ、４．コクヌストモド

キ 

 

正解は３の「コクゾウムシ」です。コクゾウムシはお米の害虫として昔から知られて

いる小型の甲虫で、成虫の体長は 3.5 から 4.5 ミリです。模型は 56cm ですから、実

物の 150 倍となります。 
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年配の方は、昔はコクゾウムシがよくお米にわいたものだけど、今では見なくなった

と言われます。コクゾウムシ減少の理由のひとつは、近年の異物除去技術の進歩にあ

ります。貯蔵された玄米を精米する施設では、玄米に混入している割れた米、変色し

た米、虫くいのある米、虫自体を、精米するときに様々な方法で除去しているのです。

例えば、色彩選別機を用いることで、お米をひと粒ずつ流しながら、カメラで撮影し

て瞬時に色を識別し、異物に空気を噴射することによってはじき、除去することが出

来ます。その結果、虫や異物のない精米を包装することができ、コクゾウムシは見ら

れなくなったと思われます。 
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【問題１８】 コクゾウムシの幼虫はお米のどの部分を食べるのでしょうか？ 

１．外側、２．内側、３．外側と内側、４．胚乳 

 

正解は２の「内側」です。コクゾウムシはお米の表面近くの内部に卵を産み付け、幼

虫は内部を食べて発育してさなぎになり、成虫が米の外へ出てきます。 
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コクゾウムシは３ミリ程度の小型の甲虫で、お米の中に卵を産み、幼虫はその中で成

長し、さなぎとなって、成虫になってから、内側から食い破って外に出てきます。卵、

幼虫、さなぎはお米の中ですから、通常私達は見ることができません。ですから、成

虫だけがある日突然わいたように見えるのです。成虫はお米の外側からかじり被害を

与えます。コクゾウムシとお米の関係は有名ですが、お米の他にも、トウモロコシ、

スパゲティの麺、干しイモでも発育することができます。 
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