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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小麦粉、糖及びパン酵母を含む液種用粉原料に、液体原料を添加混合して粘度４００～
１５００ｄＰａ・ｓ（２５℃）とした液種生地を、４～１８℃で４～１９時間発酵させる
工程及び、発酵させた液種生地に、膨張剤を含む本捏ね用粉原料を添加する工程を含むケ
ーキドーナツの製造方法（但し、発酵させた液種生地と本捏ね用粉原料とを混捏して得ら
れた生地をホイロ（焙炉）する工程を含む場合を除く）。
【請求項２】
　パン酵母の量が液種用粉原料の全量に対し乾燥重量で０．５～１．１質量％である、請
求項１に記載のケーキドーナツの製造方法。
【請求項３】
　本捏ね用粉原料を、液種生地：本捏ね用粉原料＝９９．５～４５:０．５～５５の質量
比で添加する、請求項１または２に記載のケーキドーナツの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーキドーナツの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケーキドーナツとは、基本的にパン酵母の発酵力に頼らず、膨張剤を使用して作製した
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ドーナツをいう。一般的にケーキドーナツは、膨張剤を配合してあるケーキドーナツ用ミ
ックス粉と水や卵を加えて生地をつくり、フライしてドーナツを製造する。一般的な製造
方法で作製したケーキドーナツは、ふんわりした食感が特徴であるが、風味や口溶けにつ
いては、イーストドーナツ等から比べ風味が乏しく食感や口溶けがわるい。また、イース
トドーナツでは、風味はあるものの、食感がパン様で軽い。ケーキドーナツで、風味が良
好でふんわりとした食感を有し、口溶けがよいものが求められている。
　ケーキドーナツの食感改良法としては、特許文献１には、キサンタンガム／グアーガム
及びビタミンＣを所定量含むケーキドーナツ用吸油抑制剤を使用することで、油っぽさが
あり食感が重たくなる傾向にあるケーキドーナツの食感を軽い食感にすることができるこ
とが開示されているが、同文献では、ケーキドーナツ生地の風味や口溶けについてはふれ
られていない。また、イーストドーナツの風味を改良する方法として、特許文献２では、
イーストドーナツ生地を所定の条件下で過発酵をさせた後、新たに計量したイーストドー
ナツ各原料とを混合することで、深みのある優れた風味を付けることが出来ることが開示
されているが、同文献の方法で得られたイーストドーナツは、食感がパン様で軽く、ケー
キドーナツのような独特のふんわり感とは一線を画すものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－２１４２３０
【特許文献２】特開２００１－２３１４３７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　風味が良好でふんわりした食感を有し、口溶けがよいケーキドーナツを提供することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者等は、小麦粉、糖及びパン酵母を含む液種用粉原料に液体原料を添加、混合し
て粘度２００～１８００ｄＰａ・ｓ（２５℃）とした液種生地を４～１８℃で４～１９時
間発酵させる工程及び、発酵させた液種生地に、膨張剤を含む本捏ね用粉原料を添加する
工程を含むケーキドーナツの製造方法により風味が良好でふんわりした食感を有し、口溶
けがよいケーキドーナツを提供することが出来ることを見いだし、本発明を完成するに至
った。
【０００６】
　すなわち本発明は以下の通りである。
　［１］小麦粉、糖及びパン酵母を含む液種用粉原料に液体原料を添加、混合して粘度２
００～１８００ｄＰａ・ｓ（２５℃）とした液種生地を４～１８℃で４～１９時間発酵さ
せる工程及び、発酵させた液種生地に、膨張剤を含む本捏ね用粉原料を添加する工程を含
むケーキドーナツの製造方法。
　［２］パン酵母の量が液種用粉原料の全量に対し乾燥重量で０．５～１．１質量％であ
る、前記［１］に記載のケーキドーナツの製造方法。
　［３］本捏ね用粉原料を、液種生地：本捏ね用粉原料＝９９．５～４５:０．５～５５
の質量比で添加する、前記［１］又は［２］に記載のケーキドーナツの製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、風味が良好でふんわりした食感を有し、口溶けがよいケーキドーナツ
を提供することが出来る。これはドーナツ生地に液種生地を配合することで液種発酵中に
発生する炭酸ガスが液種生地中から空気中へと拡散し、生地のグルテン形成を促進するｐ
Ｈとなることでドーナツの良好な骨格形成に寄与することや、液種発酵中に生成される風
味成分（アルコールやエステル等）が生地に程よく残存し、ドーナツ生地に豊かな風味を
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付与することによるものと考えられる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明において、ケーキドーナツとは、基本的にパン酵母の発酵力に頼らず、膨張剤を
使用して作製したドーナツをいう。但し、食感が変わらない程度にパン酵母を用いたもの
（パン酵母の量が生地用粉原料の全量に対し乾燥質量で約０．１質量％未満使用されたも
の）は含まれる。
【０００９】
　本発明のケーキドーナツの製造方法は、小麦粉、糖及びパン酵母を含む液種用粉原料に
液体原料を添加、混合して粘度２００～１８００ｄＰａ・ｓ（２５℃）とした液種生地を
４～１８℃で４～１９時間発酵させる工程を含む。
【００１０】
　本発明において、液種用粉原料は小麦粉、糖及びパン酵母を含む。
　本発明における小麦粉は、ケーキドーナツに通常用いられるものであればいずれでもよ
い。薄力粉、中力粉、強力粉のいずれも使用することができるが、好ましくは強力粉であ
る。液種用粉原料の全量に対する小麦粉の量は好ましくは５０～９０質量％、より好まし
くは６０～８５質量％、さらに好ましくは７５～８５質量％である。
【００１１】
　本発明における糖は、ケーキドーナツに通常用いられるものであれば特に限定無く使用
でき、例としてグルコースやフルクトース等の単糖類、ショ糖（グラニュー糖等の分蜜糖
、三温糖等の含蜜糖）やラクトース等の２糖類など食用に供される甘味性の粉末糖であれ
ば何れも使用することが出来るが、好ましくはショ糖であり、最も好ましくはグラニュー
糖である。液種用粉原料の全量に対する糖の量は好ましくは乾燥質量で５～３０質量％、
より好ましくは１０～２５質量％、さらに好ましくは１５～２０質量％である。
【００１２】
　本発明におけるパン酵母は、パン発酵に用いられるものであれば特に限定無く使用でき
、例としてインスタントドライイースト、ドライイースト、セミドライイースト、生イー
スト等を挙げることが出来るが、好ましくはインスタントドライイーストである。本発明
において、パン酵母の量は液種用粉原料の全量に対し乾燥重量で好ましくは０．５～１．
１質量％、より好ましくは０．７～１．１質量％、さらに好ましくは０．７～０．９質量
％である。パン酵母の量が液種用粉原料の全量に対し乾燥重量で０．５質量～１．１質量
％であれば本発明の効果がより充分に得られる傾向にある。
【００１３】
　本発明の液種生地には、小麦粉やパン酵母の他に、ベーキングパウダーなどの膨張剤、
小麦以外の穀粉類、グラニュー糖等の甘味性糖類、脱脂粉乳等の乳類、ショートニングや
液体食用油等の油脂類、卵又は卵黄等の卵類、食塩、香料、着色料、増粘多糖類、変性澱
粉などの公知のドーナツ用原料を何れも使用することができる。液種生地に使用されるド
ーナツ原料のうち、粉状の物を液種用粉原料、液体状の原料を液体原料という。
【００１４】
　本発明の液種用粉原料には、小麦粉及びパン酵母に加えて、小麦粉以外の穀粉類、グラ
ニュー糖などの粉糖類、脱脂粉乳、食塩などの粉状の調味料、固形状の油脂、香料、着色
料、増粘多糖類、変性澱粉、膨張剤などの粉状の添加剤などを含むことが出来る。液種用
粉原料は、好ましくは膨張剤を含まない。
　また本発明の液体原料には、水や液卵、牛乳、液体状の油等を含むことが出来る。
【００１５】
　本発明の液種生地の粘度は２５℃で２００～１８００ｄＰａ・ｓであり、好ましくは４
００～１８００ｄＰａ・ｓ、さらに好ましくは４００～１５００ｄＰａ・ｓである。液種
生地の粘度が２００ｄＰａ・ｓ以上であれば成形した生地が形状を保持しやすい傾向にあ
り、１８００ｄＰａ・ｓ以下であると得られたドーナツの食感がふんわりと良好になる傾
向にある。
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　液種生地の粘度は、液種用粉原料及び液体原料の組成や量によって適宜調整することが
出来る。例えば、液種用粉原料中の小麦粉の量が多くなると粘度が上がる傾向、液種用粉
原料中の糖の量が多くなると粘度が下がる傾向にあり、また液種中の液卵の量が多くなる
と粘度が上がる傾向にある。
【００１６】
　本発明の製造方法において、上述のような液種生地を４～１８℃で４～１９時間発酵さ
せる。発酵温度が４～１８℃であれば風味が良好でふんわりした食感を有し、口溶けが良
好になる傾向にある。発酵温度は好ましくは７～１９℃であり、さらに好ましくは７～１
２℃である。発酵時間が４～１９時間であれば、風味が良好でふんわりした食感を有し、
口溶けが良好になる傾向にある。発酵時間は好ましく８～１９時間であり、さらに好まし
くは８～１５時間である。
【００１７】
　本発明のケーキドーナツの製造方法は、発酵させた液種生地に、膨張剤を含む本捏ね用
粉原料を添加する工程を含む。
　本発明において、本捏ね用粉原料は膨張剤を含む。本発明における膨張剤は、ケーキド
ーナツに通常用いられるものであればいずれでもよく、重曹、ふくらし粉、ベーキングパ
ウダー、イスパタなどが挙げられるが、好ましくはベーキングパウダーである。
　本発明において本捏ね用粉原料には、膨張剤の他に、小麦及びそれ以外の穀粉類、グラ
ニュー糖等の甘味性糖類、脱脂粉乳等の乳類、ショートニング等の固形油脂類、卵粉、卵
黄粉等の卵類、食塩、香料、着色料、増粘多糖類、変性澱粉などの公知のドーナツ用粉原
料を何れも使用することができる。
　本発明において、液種生地に対する本捏ね用粉原料の使用量の質量比は、好ましくは液
種生地：本捏ね用粉原料＝９９．５～４５:０．５～５５、さらに好ましくは９５～４５:
５～５５、より好ましくは９５～６５:５～３５である。液種生地に対する本捏ね用粉原
料の使用量の質量比が９９．５～４５:０．５～５５であれば、風味がより良好でふんわ
りした食感を有し、口溶けがより良好になる傾向に有る。
【００１８】
　本発明のドーナツ用生地の製造方法は、上述のような液種生地を所定の条件で発酵し、
所定量の本捏ね用粉原料を添加する工程を含む以外は常法により行うことができる。例え
ば得られたドーナツ生地を成形し、そのまま又は発酵させた後に油ちょうすることにより
ドーナツを製造することができる。
　油ちょう方法は、例えば１６０～２００℃の温度の油の中で片面１０～１２０秒ずつ加
熱することにより行うことができる。
【実施例】
【００１９】
　以下本発明を具体的に説明する為に実施例を示すが、本発明は以下の実施例のみに限定
されるものではない。
【００２０】
製造例１：液種を使用したケーキドーナツの製造
　表１に記載した液種用粉原料をミキサー（KitchenAid社製KSM5）に投入し、液体原料を
少量ずつ添加して捏ね上げ温度２４℃で混捏し、液種生地を得た。得られた液種生地の粘
度は９００ｄＰａ・ｓ（２５℃）であった。液種生地をステンレス容器に投入して密栓し
、冷蔵庫内にて１０℃で１２時間発酵させた。
　　発酵させた液種生地９０質量部と表２に記載した本捏ね用粉原料１０質量部をミキサ
ーに投入し、中速１分間、書き落とし後更に中速１分間混捏した。捏ね上げ温度は２０℃
であった。フロアタイムを１５分間取った後、ドーナツカッター（ベルショー社製Ｆカッ
ター）を使用して４０ｇのリング状ケーキドーナツ生地を得た。得られた生地を１９０℃
に熱したフライヤーに投入し、片面１分間フライしてケーキドーナツを得た。
【００２１】
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【表１】

【００２２】
【表２】

【００２３】
製造例２：標準的なケーキドーナツの製造
　表３に記載した配合のケーキドーナツミックス１００質量部と水４３質量部をミキサー
に投入し、低速で１分３０秒間混捏した。捏ね上げ温度は２２℃であった。フロアタイム
を１０分間取った後、製造例１と同様にして標準的なケーキドーナツを得た。
【００２４】

【表３】

【００２５】
製造例３：イーストケーキドーナツの製造（従来技術：特開２００１－２３１４３７）
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　表４に記載した配合の原料をミキサーに投入し、低速で３分間、中速で１０分間混捏し
てイーストドーナツ用生地を得た。捏ね上げ温度は２０℃であった。得られた生地を密封
容器に入れ、２０℃に保持した保温機で３時間発酵させて発酵生地を得た。得られた発酵
生地１００質量部と配合表の原料１００質量部をミキサーに投入し、低速で３分間、中速
で１０分間混捏した。捏ね上げ温度は２５℃であった。フロアタイム１０分間の後、分割
してベンチターム１５分間とり、成形後、３８℃で４０分間ホイロした。１８０℃に熱し
たフライヤーに投入し、片面につき５０秒間フライしてイーストドーナツを得た。
【００２６】
【表４】

【００２７】
試験１　従来技術との比較
　製造例１に従って実施例１のドーナツを得た。製造例２及び製造例３に従って比較例１
及び２のドーナツを得た。製造したドーナツの粗熱がとれたら、パネラー１０名により、
比較例１の標準的なケーキドーナツを３点として表５に記載した評価基準に従って評価し
た。なお、本発明のケーキドーナツ用液種および比較例２の発酵生地の粘度は、ビスコテ
スタ粘度計（２５℃）を用いて測定した。結果を表６に示す。
【００２８】
【表５】

【００２９】
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【表６】

【００３０】
　本発明の実施例１では、風味及び口溶けとも良好であった。ケーキドーナツの比較例１
では、風味及び口溶けとも普通であった。イーストケーキドーナツの比較例２では、風味
は良好であったが、食感はパン様でややヒキがありケーキドーナツとは一線を画すもので
あった。
【００３１】
試験２　液種の粘度の検討
　表７に記載の加水量として液種の粘度を調節した以外は製造例１に従ってケーキドーナ
ツを製造し、表５に記載した評価基準に従って評価した。結果を表７に示す。
　液種生地の粘度が本発明の範囲である実施例１～３では、風味及び食感とも良好であっ
た。液種生地の粘度が本発明の範囲より高い比較例３は、風味はやや弱く感じられ、食感
は硬く感じ口溶けも不適であった。液種の粘度が本発明の範囲よりも低い比較例４は、粘
度が低いために成形した生地が扁平になり、フライすることができなかったため評価しな
かった。
【００３２】
【表７】

【００３３】
試験３　液種発酵条件の検討
　発酵条件（発酵温度・発酵時間・パン酵母の量）を表３のように変更した以外は製造例
１に従ってケーキドーナツを製造し、表５に記載した評価基準に従って評価した。結果を
表８に示す。なお、パン酵母として使用したインスタントドライイーストを増減させる場
合、小麦粉との置換により液種用粉原料の全量が１００質量部になるよう調節した。
　　発酵温度を５℃、１５℃で製造した実施例４、５では、風味及び食感とも良好であっ
た。発酵温度を３℃、２０℃で製造した比較例５、７では、風味はやや弱く感じられ食感
はややふんわり感を感じず口溶けも不適であった。発酵時間を６時間、１８時間で製造し
た実施例６、７では、風味及び食感とも良好であった。発酵温度を３時間で製造した比較
例５、発酵温度を２０時間で製造した比較例6では、風味はやや弱く感じられ食感はやや
ふんわり感を感じず口溶けも不適であった。パン酵母を０．６％、１．０％を配合した実
施例４、５では、風味及び食感とも良好であった。
【００３４】
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【表８】

*液種用粉原料の全量に対する質量％
【００３５】
試験４　液種生地と本捏ね用粉原料の割合の検討
　液種生地と本捏ね資材の割合を表９に記載のように変更した以外は製造例１に従ってケ
ーキドーナツを製造し、表５に記載した評価基準に従って評価した。結果を表９に示す。
【００３６】

【表９】

　液種と本捏ね用粉原料とを本発明の範囲で配合した実施例１、８～１０では、風味及び
食感とも良好であった。液種の配合割合が本発明の範囲より多い比較例８では、風味はや
や弱く感じられ、食感はややふんわり感を感じず口溶けも不適であった。
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