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(57)【要約】
【課題】　本発明は、食味が良く、栄養価の高い食品添加用焼成糠を提供すること目的と
する。また、穀粉、及び食品添加用焼成糠を含む食品用穀粉組成物、並びに食品用穀粉組
成物を用いた食品を提供すること目的とする。さらに、米粉を含む穀粉、及び食品添加用
焼成糠を含むパン又は菓子用穀粉組成物、並びにパン又は菓子用穀粉組成物を用いたパン
又は菓子を提供すること目的とする。
【解決手段】　本発明の食品添加用焼成糠は、生の糠を焼成処理して得られる。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生の糠を焼成処理して得られる食品添加用焼成糠。
【請求項２】
　前記糠は、米糠である請求項１記載の食品添加用焼成糠。
【請求項３】
　穀粉、及び請求項１又は２記載の食品添加用焼成糠を含む食品用穀粉組成物。
【請求項４】
　請求項３記載の食品用穀粉組成物を用いた食品。
【請求項５】
　米粉を含む穀粉、及び請求項１又は２記載の食品添加用焼成糠を含むパン又は菓子用穀
粉組成物。
【請求項６】
　前記食品添加用焼成糠の含有量は、穀粉１００重量部に対して３０重量部以下である請
求項５記載のパン又は菓子用穀粉組成物。
【請求項７】
　請求項５又は６記載のパン又は菓子用穀粉組成物を用いたパン又は菓子。
【請求項８】
　請求項５又は６記載のパン用穀粉組成物に少なくとも酵母及び水成分を加えて混合して
生地を作る混合工程、前記生地を成形して成形生地を作る成形工程、前記成形生地を発酵
させるホイロ工程、及び前記ホイロ工程後の成形生地を焼成、フライ、蒸煮、マイクロ波
加熱、又は加圧加熱により調理する調理工程を含むパンの製造方法。
【請求項９】
　請求項５又は６記載の菓子用穀粉組成物に少なくとも卵成分を加えて混合して生地を作
る混合工程、前記生地を成形して成形生地を作る成形工程、及び前記成形生地を焼成、フ
ライ、蒸煮、マイクロ波加熱、又は加圧加熱により調理する調理工程を含む菓子の製造方
法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種食品に添加するための焼成糠、当該焼成糠を含む食品用穀粉組成物、及
び当該組成物を用いた各種の食品に関する。本発明の焼成糠は、例えば、パン、菓子、麺
類、ピッツザ、お好み焼き、たこ焼き、たい焼き、和菓子、おかき、ハンバーグ、スープ
、お茶漬けパウダー、ふりかけ、及びソーセージなどの各種の食品に添加して用いられる
。
【背景技術】
【０００２】
　米糠は、玄米を精米する際に得られるものであり、精米の程度によって異なるが、果皮
、種皮、糊粉層といった玄米の外側部分を含む粉体である。
【０００３】
　米糠等の糠類は、蛋白質、ビタミン、ミネラル等の豊富な栄養素を含むばかりでなく、
多量の食物繊維を含んでいる。しかし、食味や他の食品との相性が悪いため、漬物用糠床
や飼料等に利用されることが多かった。また、消化酵素を含むため変質しやすく、そのま
ま食品原料として長期間貯蔵することも困難であった。そのため、米糠の多くは廃棄され
ていた。しかし、全世界における将来的な食糧不足の観点から、糠類の有効利用が望まれ
ている。
【０００４】
　米糠の風味を改善するため、例えば、特許文献１では、糠類を蒸し処理することが記載
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されている。
【０００５】
　また、特許文献２では、糠を洗浄処理、煮沸処理、脱水処理、成形処理、及び焼成処理
して糠食品を製造する方法が提案されている。
【０００６】
　しかし、特許文献１又は２に記載の糠類の処理方法では、糠類から蛋白質、ビタミン、
ミネラル、澱粉質成分、及び油脂成分等の栄養素が除去されてしまい、糠類の栄養価が低
下するというデメリットがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平７－１８４５７３号公報
【特許文献２】特開２００１－１３６９２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、食味が良く、栄養価の高い食品添加用焼成糠を提供すること目的とする。ま
た、穀粉、及び食品添加用焼成糠を含む食品用穀粉組成物、並びに食品用穀粉組成物を用
いた食品を提供すること目的とする。さらに、米粉を含む穀粉、及び食品添加用焼成糠を
含むパン又は菓子用穀粉組成物、並びにパン又は菓子用穀粉組成物を用いたパン又は菓子
を提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、生の糠をそのまま焼成処
理することにより、食味が良く、栄養価の高い焼成糠が得られることを見出し、本発明を
完成するに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は、生の糠を焼成処理して得られる食品添加用焼成糠、に関する。
【００１１】
　本発明の食品添加用焼成糠（以下、単に「焼成糠」という）は、生の糠を蒸し処理又は
煮沸処理等することなく、そのまま焼成処理したものである。本発明の焼成糠は、従来の
ような蒸し処理又は煮沸処理を施していないので、蛋白質、ビタミン、ミネラル、澱粉質
成分、及び油脂成分等の栄養素が除去されておらず、栄養価が非常に高いという特徴があ
る。また、焼成処理を行っているので、糠特有の風味及び食味が改善され、風味及び食味
の良好な焼成糠が得られる。当該焼成糠を食品に添加することにより、栄養価の高い食品
が得られる。
【００１２】
　前記糠は、米糠であることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明は、穀粉、及び前記焼成糠を含む食品用穀粉組成物、並びに当該食品用穀
粉組成物を用いた食品、に関する。
【００１４】
　また、本発明は、米粉を含む穀粉、及び前記焼成糠を含むパン又は菓子用穀粉組成物、
並びに当該パン又は菓子用穀粉組成物を用いたパン又は菓子に関する。
【００１５】
　パン又は菓子用穀粉組成物において、焼成糠の含有量は、穀粉１００重量部に対して３
０重量部以下であることが好ましい。焼成糠の含有量が３０重量部を超えると食感が悪く
なる傾向にある。
【００１６】
　本発明の焼成糠を含む米粉パンは、グルテンを使用しなくても、ふっくら膨らんだ食感
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に優れるものである。小麦粉は、水を加えて練り合せると、小麦粉中のタンパク質のグリ
アジンとグルテニンによってガム状の粘弾性を有するグルテンになり、発酵で生じる炭酸
ガスを生地中に包蔵する機能が発揮され、発酵パンの容積拡大につながることが知られて
いる。通常、米粉パンを作製する際には、上記機能を付与するために穀粉組成物中にグル
テンを添加する必要がある。しかし、本発明の米粉パンは、焼成糠を含んでおり、焼成糠
が発酵したパンの内相を補強しているため、あえてグルテンを使用しなくても、ふっくら
膨らんだ容積の大きい米粉パンが得られる。
【００１７】
　また、本発明の焼成糠を含む菓子は、風味及び食感に優れたものである。
【００１８】
　また、本発明は、前記パン用穀粉組成物に少なくとも酵母及び水成分を加えて混合して
生地を作る混合工程、前記生地を成形して成形生地を作る成形工程、前記成形生地を発酵
させるホイロ工程、及び前記ホイロ工程後の成形生地を焼成、フライ、蒸煮、マイクロ波
加熱、又は加圧加熱により調理する調理工程を含むパンの製造方法、に関する。
【００１９】
　また、本発明は、前記菓子用穀粉組成物に少なくとも卵成分を加えて混合して生地を作
る混合工程、前記生地を成形して成形生地を作る成形工程、及び前記成形生地を焼成、フ
ライ、蒸煮、マイクロ波加熱、又は加圧加熱により調理する調理工程を含む菓子の製造方
法、に関する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施例１で作製したトーストＡの断面写真である。
【図２】比較例１で作製したトーストＢの断面写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の焼成糠は、生の糠を焼成処理したものである。
【００２２】
　糠の種類は特に制限されず、例えば、米糠、大麦糠、小麦糠、及びライ麦糠などが挙げ
られるが、米糠を用いることが好ましい。
【００２３】
　焼成処理の温度及び時間は特に制限されないが、焼成温度は１００～２００℃であるこ
とが好ましく、より好ましくは１２０～１８０℃であり、焼成時間は１０～６０分間であ
ることが好ましく、より好ましくは２０～５０分間である。焼成温度が低すぎる場合又は
焼成時間が短すぎる場合には、糠特有の風味及び食味を改善することが難しい。また、焼
成が不十分な糠を、グルテンを使用しない米粉パンに使用すると、パンの内相を補強する
効果が低いため、パンが膨らみにくくなる。一方、焼成温度が高すぎる場合又は焼成時間
が長すぎる場合には、糠が焦げたり、品質が低下するため好ましくない。
【００２４】
　焼成処理の方法も特に制限されず、例えば、パン用又はケーキ用オーブンを用いる方法
、加熱天板を用いる方法などが挙げられる。特に、パン用又はケーキ用オーブンを用いる
ことが好ましい。
【００２５】
　焼成糠は、ミルで粉砕して篩にかけて粒度を均一にしておくことが好ましい。特に、パ
ン又は菓子の仕上がりを良好にするためには、通常平均粒径が２００～１２００μｍ、好
ましくは２５０～８００、より好ましくは３００～５００μｍの焼成糠を用いることが好
ましい。焼成糠を細かく粉砕しすぎると油が出てくるため好ましくない。また、焼成前の
生糠を粉砕すると油が出てくるため、焼成後に粉砕することが好ましい。
【００２６】
　本発明の焼成糠は、パン、菓子、麺類、ピッツザ、お好み焼き、たこ焼き、たい焼き、
和菓子、おかき、ハンバーグ、スープ、お茶漬けパウダー、ふりかけ、及びソーセージな
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どの各種の食品に添加することができる。
【００２７】
　一方、本発明の食品用穀粉組成物は、穀粉、及び前記焼成糠を含むものである。
【００２８】
　前記穀粉組成物により製造される食品としては、例えば、パン、菓子、麺類、ピッツザ
、お好み焼き、たこ焼き、たい焼き、和菓子、及びおかきなどが挙げられる。前記穀粉組
成物は、パン又は菓子を製造するために好適に用いられ、特に米粉パン又は米粉菓子を製
造するために好適に用いられる。
【００２９】
　穀粉の種類は特に制限されず、例えば、米粉、アルファ化米粉、小麦粉、アルファ化小
麦粉、澱粉、アルファ化澱粉、大麦粉、大豆粉、そば粉、きび粉、あわ粉、胚芽粉、雑穀
粉、及びグネツム種子粉などが挙げられる。これらは１種で用いてもよく、２種以上を混
合して用いてもよい。
【００３０】
　米粉パン又は米粉菓子を製造する場合、穀粉として米粉を主に用いるが、米粉のみを用
いてもよい。
【００３１】
　米粉は、生米を粉砕、粉末化したものである。米としては、粳米、もち米などが挙げら
れる。粉砕する前の生米は特に制限されず、例えば、精白米、玄米、発芽玄米、発芽玄米
アロゲン、赤米、黒米、屑米、古米などが挙げられる。米粉の粒度及び粒度分布は特に制
限されないが、好ましくは８０メッシュをパスするもの、より好ましくは１００メッシュ
をパスするものであり、２００メッシュをパスする割合が５０重量％以上であることが好
ましく、６０重量％以上であることがより好ましい。ただし、少量の粗い粒子が混在して
も問題はなく、１００メッシュオンの量が５重量％以下であることが好ましい。なお、通
常、粒度の小さい米粉（粒度が３０μｍ以下の米粉）を用いた場合には、ふっくら膨らん
だ食感のよい米粉パンを製造することは困難であるが、本発明のように焼成糠を添加する
と、粒度の小さい米粉を用いた場合であっても、ふっくら膨らんだ食感のよい米粉パンを
製造することができる。生米を粉砕して米粉とする方法は、公知の方法が使用でき、胴搗
き製粉、ロール製粉、石臼製粉、気流粉砕製粉、高速回転打撃製粉等が例示される。
【００３２】
　焼成糠の添加量は特に制限されないが、穀粉１００重量部に対して３０重量部以下であ
ることが好ましく、より好ましくは２０重量部以下である。下限値は特に制限されないが
、１重量％以上であることが好ましく、より好ましくは５重量％以上、特に好ましくは１
０重量％以上である。
【００３３】
　本発明においては、上記穀粉と共に、米粒そのものを穀粉組成物に含ませることもでき
る。
【００３４】
米粒のまま使用する場合には、吸水処理および／または加熱処理などを予め行うことが好
ましい。吸水処理は、少なくとも３０分～３０時間、好ましくは６時間～２４時間行う。
加熱処理は蒸すことが好ましい。米粒の水分率は、米重量に対し、２０重量％～１００重
量％である。水分率は、加熱乾燥法により米粉を常圧下１００℃で乾燥させ、恒量に達し
た後乾燥前後の重量を測定し、下記式により求める。　
水分率（重量％）＝１００×（乾燥前の重量－乾燥後の重量）／（乾燥前の重量）
【００３５】
　パン用穀粉組成物の必須成分ではないが、パンの製造に必要に応じて用いられるグルテ
ンは、活性グルテンであることが好ましい。
【００３６】
　グルテンを添加する場合、パン用穀粉組成物中に２０重量％以下であることが好ましく
、より好ましくは１５重量％以下である。
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【００３７】
　パン又は菓子用穀粉組成物には、製造するパン又は菓子の種類に応じて、糖類、食塩、
ガム質、乳成分、卵成分、油脂、膨張剤、無機塩類、ビタミン類、及びホワイトパウダー
からなる群より選ばれる少なくとも１種の添加物を任意の量で配合することができる。
【００３８】
前記穀粉組成物は、乾燥状態の粉状、水分を含んだ半練り状、粉と粒の混合状態のいずれ
でもよい。
【００３９】
糖類としては、例えば、ぶどう糖、果糖、乳糖、砂糖、マルトース、トレハロース、フル
クトースなどの糖、またはソルビト－ル、マルチトール、パラチニット、水添水飴などの
糖アルコールが挙げられる。これらは単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００４０】
食塩としては、塩化ナトリウムが９９％以上の精製塩、または天日塩もしくは粗塩等の粗
製塩が制限なく用いられる。これらは単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００４１】
ガム質としては、玄米粉、グルテン、白糠、その他の原料のなじみをよくする作用を有す
るものであれば特に制限されないが、アルギン酸、キサンタンガム、デキストリン、セル
ロース等があげられる。これらは単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００４２】
乳成分とは、粉乳、脱脂粉乳など、脂肪分を含む通常の牛乳に由来する成分をいう。これ
らは単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００４３】
卵成分としては、卵黄、卵白、全卵、その他の卵に由来する成分をいう。これらは単独で
使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００４４】
油脂としては、バター、マーガリン、ショートニング、ラード、オリーブ油等が挙げられ
る。これらは単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００４５】
　膨張剤としては、ベーキングパウダー、重曹、イーストパウダー等が挙げられる。これ
らは単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００４６】
無機塩類としては、塩化アンモニウム、塩化マグネシウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素
アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、硫酸アンモニウム
、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、リン酸三カルシウム、リン酸水素二アンモニウム
、リン酸二水素アンモニウム、リン酸一水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム、焼成
カルシウム、アンモニウムミョウバン等が挙げられる。これらは単独で使用してもよく２
種以上を併用してもよい。
【００４７】
ビタミン類としては、ビタミンＣ、ビタミンＢ１ 、ビタミンＢ２ 、ビタミンＤ、ビタミ
ンＥ、カロチン等が挙げられる。これらは単独で使用してもよく２種以上を併用してもよ
い。
【００４８】
また、パン又は菓子用穀粉組成物には、各種の食品または食品添加物を配合してもよく、
例えば、五穀に属する他の穀物、植物の果実、種子または枝葉、イーストフード、乳化剤
などが挙げられる。これらは単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００４９】
　本発明のパンの製造方法は、前記パン用穀粉組成物に少なくとも酵母及び水成分を加え
て混合して生地を作る混合工程、前記生地を成形して成形生地を作る成形工程、前記成形
生地を発酵させるホイロ工程、及び前記ホイロ工程後の成形生地を焼成、フライ、蒸煮、
マイクロ波加熱、又は加圧加熱により調理する調理工程を含む。
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【００５０】
　酵母としては、天然酵母、生イースト、ドライイースト等の公知の酵母を使用すること
ができる。パン生地を冷凍する場合には、低温に強い冷凍用の酵母（冷凍用イースト）を
使用することが好ましい。
【００５１】
　水成分は水であってもよく、牛乳のようなものであってもよく、製造目的のパンに応じ
て適宜選定することができる。混合は手で行なってもよいが、市販のミキサーを使用して
行なうことが好ましい。混合条件は小麦粉パンの製造における当業者の技術常識により適
宜設定することができる。
【００５２】
　上記のパンの製造方法において、角食パン、山食パン、フランスパンのようなパンを製
造する場合には、混合工程で得られた生地を休ませるベンチ工程を設けることが好ましく
、また混合工程とベンチ工程の間に混合工程にて製造した生地を分割して分割生地とする
分割工程を設け、分割生地をベンチ工程に送ることが好ましい。ベンチ工程にて得られた
分割生地は、成形工程において製造するパンの形状に応じた形状に成形され、その後発酵
のためにホイロ工程に送られる。
【００５３】
　本発明において、１次発酵（小麦粉パンの製造におけるフロアタイムに相当する）は、
なしで行なうことができる。ただし、上記の角食パン、山食パン、フランスパンのような
パンを製造する場合には、１次発酵を設けてもよく、その場合、１次発酵時間（フロアタ
イム）は３０分以下、好ましくは２０分以下である。
【００５４】
　上記のベンチ工程における所要時間（ベンチタイム）は、常温で５～３０分であること
が好ましく、１０～２５分であることがより好ましい。またホイロ工程の所要時間である
ホイロタイム（発酵時間）は、２０～１００分であることが好ましく、３０～９０分であ
ることがより好ましい。ホイロ工程の条件も製造するパンに応じて適宜設定するものであ
るが、発酵させる必要があるので、３０～４５℃、湿度６０～８０％の高湿度のホイロに
収容する。
【００５５】
　また上記のパンの製造方法において、クロワッサンなどのデニッシュパンを製造する場
合には、混合工程において２５～３０℃の仕上がり温度にて得られた生地を、まず生地温
度が１０℃以下、好ましくは８℃程度になるように冷却する冷却工程を設ける。冷却に際
しては、シート状にすることが好ましい。冷却工程は、以下の油脂シートを使用して折り
返して層状構造の生地とする際に、油脂が溶解することを防止する作用を有する。冷却工
程で冷却し後のシート状の生地は、何度も油脂シートの層を介して折り返して薄いシート
状生地に成形するシート化工程、積層されたシート状生地を裁断する分割工程、並びに裁
断された生地を製造するパンの形状に応じた形状に成形する成形工程を経た後にホイロ工
程に送られる。シート化工程においては、生地が発熱するので、油脂が溶融しないように
繰り返し冷却工程を設けても良い。冷却に際しては、生地が凍らないように注意する。
【００５６】
　焼成等は公知の方法で行なうことができるが、焼き色が優れている点で通常のパンの焼
成を行なうオーブンを使用することがより好ましい。本発明のパンの製造は、個々の工程
を手作業で行なってもよく、また混合工程、分割工程、成形工程、発酵（ホイロ）工程、
調理工程等の必要な全工程を連続して行なうことができる連続製造装置を使用して行なっ
てもよい。
【００５７】
　本発明の製造方法により得られるパンは特に限定されず、例えば、食パン、山食パン、
フランスパン、クロワッサン、コッペパン、バターロール、アンパン等の菓子パン、ドイ
ツパン、ベーグル、デニッシュパン、イーストドーナツ、プレッツェル、ピッツザ、ナン
等の発酵パンなどが挙げられる。
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【００５８】
　一方、本発明の菓子の製造方法は、前記菓子用穀粉組成物に少なくとも卵成分を加えて
混合して生地を作る混合工程、前記生地を成形して成形生地を作る成形工程、及び前記成
形生地を焼成、フライ、蒸煮、マイクロ波加熱、又は加圧加熱により調理する調理工程を
含む。
【００５９】
　卵成分としては、卵黄、卵白、全卵、その他の卵に由来する成分が挙げられる。これら
は単独で使用してもよく２種以上を併用してもよい。
【００６０】
　菓子用生地は、前記菓子用穀粉組成物、卵成分、必要に応じて添加物を所定の割合で常
法に従って混合（必要により泡立て）することにより作製することができる。菓子用生地
の作製に際しては、通常、全卵、又は全卵と水の混合物が使用されるが、その他に卵黄、
卵白、牛乳、クリーム、バター、ホワイトパウダーなどを加えてもよい。通常、全卵は、
菓子用生地中に１０～６０重量％程度配合される。菓子は、このようにして得られた菓子
用生地を（ケーキの場合は型に入れて）常法に従って焼成等することにより製造すること
ができる。
【００６１】
　本発明の製造方法により得られる菓子は特に限定されず、例えば、スポンジケーキ、ロ
ールケーキ、シフォンケーキ、マドレーヌ、ケーキドーナツ、及びホットケーキなどの各
種のケーキ；クッキー；まんじゅうなどの和菓子が挙げられる。
【実施例】
【００６２】
　以下、本発明の構成と効果を具体的に示す実施例等について説明する。
【００６３】
　（焼成米糠の平均粒径の測定）
　焼成米糠の平均粒径は、散乱式粒子径分布測定装置（堀場製作所製、ＬＡ－９５０）を
用いて測定した。平均粒径は、メジアン径を採用した。
【００６４】
　製造例１
　（焼成米糠の作製）
　生の米糠を１５０℃のパン用オーブン中で５０分間焼成して焼成米糠を得た。その後、
焼成米糠をミルで粉砕して篩にかけて粒度を均一にした。焼成米糠の平均粒径を測定した
ところ、平均粒径（メジアン径）は３４６μｍであった。
【００６５】
　実施例１
　（トーストの作製）
　米粉（福盛ドゥ社製、シトギ２号）７０重量部、小麦グルテン（福盛ドゥ社製、シトギ
グルテンＡＦ）２０重量部、前記焼成米糠１０重量部、砂糖８重量部、食塩１．７重量部
、ドライイースト０．７重量部、及び水７５重量部をミキサーを用いて、２７℃で、低速
４分、中速５分、及び中高速８分で混捏して生地を作製した。
【００６６】
　得られた生地は１次発酵工程（フロアタイム）を設けることなく分割工程において８０
ｇに分割し、発酵を行なうベンチタイムを１５分設けた（発酵工程）。発酵工程後の生地
はワンローフ型に成形を行った。成形した生地は、温度４０℃、湿度８０％のホイロにて
８５分発酵させた後、オーブンにて２００℃で３０分焼成を行い、トーストＡを作製した
。図１は、トーストＡの断面写真である。焼成米糠を添加したトーストは、膨らみが良好
であり、容積が大きいことがわかる。また、当該トーストは、米糠特有の風味もなく、焼
き色及び食感も良好であった。
【００６７】
　比較例１
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　（トーストの作製）
　米粉（福盛ドゥ社製、シトギ２号）８０重量部、小麦グルテン（福盛ドゥ社製、シトギ
グルテンＡＦ）２０重量部、砂糖８重量部、食塩１．７重量部、ドライイースト０．７重
量部、及び水８０重量部をミキサーを用いて、２７℃で、低速４分、中速５分、及び中高
速８分で混捏して生地を作製した。その後、実施例１と同様の方法でトーストＢを作製し
た。図２は、トーストＢの断面写真である。トーストＡに比べて膨らみが劣ることがわか
る。
【００６８】
　実施例２
　（冷凍ピッツザ生地の作製）
　米粉（福盛ドゥ社製、シトギ２号）７０重量部、小麦グルテン（福盛ドゥ社製、シトギ
グルテンＡＦ）２０重量部、前記焼成米糠１０重量部、砂糖１０重量部、食塩１重量部、
バイタルグルテン１．７重量部、酵母（Ｓ．Ｉ．Ｌｅｓａｆｆｒｅ社製、サフ　セミドラ
イイースト　レッド）１．２重量部、製パン用生地改良剤（Ｓ．Ｉ．Ｌｅｓａｆｆｒｅ社
製、サフ　マジミックス３９）０．３重量部、オリーブ油２重量部、モルト０．２重量部
、及び水８４重量部をミキサーを用いて、２０℃で、低速３分、及び中速１７分で混捏し
て生地を作製した。
【００６９】
　得られた生地は１次発酵工程（フロアタイム）を設けることなく分割工程において２３
０ｇに分割し、発酵を行なうベンチタイムを２０分設けた（発酵工程）。発酵工程後の生
地を成形し、－２５℃で６０分冷凍させて冷凍ピッツザ生地を作製した。
【００７０】
　実施例３
　（冷凍ドーナツ生地の作製）
　米粉（福盛ドゥ社製、シトギ２号）７０重量部、小麦グルテン（福盛ドゥ社製、シトギ
グルテンＡＦ）２０重量部、前記焼成米糠１０重量部、冷凍用ベーキングパウダー２重量
部、バイタルグルテン１．７重量部、玄米乳酸０．８重量部、砂糖１０重量部、食塩１．
７重量部、ショートニング１５重量部、脱脂粉乳３重量部、酵母（Ｓ．Ｉ．Ｌｅｓａｆｆ
ｒｅ社製、サフ　セミドライイースト　ゴールド）２．５重量部、全卵１５重量部、トレ
ハロース５重量部、香料（バタロン）０．２重量部、製パン用生地改良剤（Ｓ．Ｉ．Ｌｅ
ｓａｆｆｒｅ社製、サフ　マジミックス　ヴェールクレール）１．５重量部、及び水６４
重量部をミキサーを用いて、２３℃で、低速４分、中速５分、及び中高速７分で混捏して
生地を作製した。
【００７１】
　得られた生地は分割工程において２５００ｇに分割し、－２５℃で２時間冷凍させて冷
凍ドーナツ生地を作製した。
【００７２】
　実施例４
　（冷凍リングドーナツ生地の作製）
　玄米粉７０重量部、小麦グルテン（福盛ドゥ社製、シトギグルテンＡＦ）２０重量部、
前記焼成米糠１０重量部、冷凍用ベーキングパウダー２重量部、バイタルグルテン２重量
部、玄米乳酸０．８重量部、砂糖１０重量部、食塩１．５重量部、ショートニング１５重
量部、脱脂粉乳３重量部、酵母（Ｓ．Ｉ．Ｌｅｓａｆｆｒｅ社製、サフ　セミドライイー
スト　ゴールド）２．５重量部、全卵１５重量部、トレハロース５重量部、香料（バタロ
ン）０．２重量部、製パン用生地改良剤（Ｓ．Ｉ．Ｌｅｓａｆｆｒｅ社製、サフ　マジミ
ックス　ヴェールクレール）１．５重量部、及び水６７重量部をミキサーを用いて、２３
℃で、低速４分、中速６分、及び中高速９分で混捏して生地を作製した。
【００７３】
　得られた生地は１次発酵工程（フロアタイム）を設けることなく分割工程において８０
ｇに分割し、発酵を行なうベンチタイムを２０分設けた（発酵工程）。発酵工程後の生地
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はリング型に成形を行った。成形した生地は、温度３８℃、湿度７８％のホイロにて６５
分発酵させた後、－２０℃で１時間冷凍させて冷凍リングドーナツ生地を作製した。
 

【図１】

【図２】
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