
JP 5976263 B2 2016.8.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穀粉を実質的に含まない焼き菓子であって、４０～８０質量％の脂質、１～１０質量％
のタンパク質、５～２５質量％の糖質を含んでおり、前記脂質には、構成脂肪酸として炭
素数６～１２の中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールが前記油脂の５０質量％以上
含まれている、焼き菓子。
【請求項２】
　前記脂質が、液状油、マーガリン、ファットスプレッド、ショートニング及び粉末油脂
から選ばれる１種又は２種以上である、請求項１に記載の焼き菓子。
【請求項３】
　前記中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールの構成脂肪酸が、炭素数６～１２の中
鎖脂肪酸のみから構成されている、請求項１又は２に記載の焼き菓子。
【請求項４】
　前記中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールの構成脂肪酸が、炭素数８、１０又は
１２の中鎖脂肪酸のみから構成されている、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の焼
き菓子。
【請求項５】
　前記タンパク質が、卵白又は全卵を含んでいる、請求項１ないし４のいずれか１項に記
載の焼き菓子。
【請求項６】
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　前記焼き菓子が、甘味料を含んでいる、請求項１ないし５のいずれか１項に記載の焼き
菓子。
【請求項７】
　前記焼き菓子は、好ましくは、５０～７０質量％の脂質、２～８質量％のタンパク質、
７～２５質量％の糖質を含んでおり、さらに好ましくは、５５～７０質量％の脂質、３～
６質量％のタンパク質、１０～２５質量％の糖質を含んでいる、請求項１ないし６のいず
れか１項に記載の焼き菓子。
【請求項８】
　前記焼き菓子１００ｇ当たりのエネルギーが、好ましくは、４５０～７５０キロカロリ
ーであり、より好ましくは、５００～７３０キロカロリーであり、さらに好ましくは、５
５０～７１０キロカロリーである、請求項１ないし７のいずれか１項に記載の焼き菓子。
【請求項９】
　前記焼き菓子において、タンパク質（Ｐ）と糖質（Ｃ）の合計に対する脂質（Ｆ）の割
合（「Ｆ／（Ｐ＋Ｃ）」）が、好ましくは、１．８～４．０であり、より好ましくは、２
．５～３．５であり、さらに好ましくは、３．０～３．４である、請求項１ないし８のい
ずれか１項に記載の焼き菓子。
【請求項１０】
　前記焼き菓子が、クッキー又は焼きドーナツである、請求項１ないし９のいずれか１項
に記載の焼き菓子。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の焼き菓子を含む食品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、穀粉を実質的に含まない焼き菓子に関する。より詳細には、高油分とした場
合であっても、油っぽくなく、また、しっとりとした食感とざらつきのない良好な口どけ
を有し、さらに、素材本来の風味がより一層感じられる、穀粉を実質的に含まない焼き菓
子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クッキー、ビスケット、ドーナツ、ケーキなどの焼き菓子は、穀粉、油脂、糖類を主原
料とし、さらに必要に応じて、塩類、澱粉、乳製品、卵製品、イースト、酵素、膨張剤、
食品添加物などを加えて生地を作り、これを成型しオーブン等に入れて焼成した菓子のこ
とをいう。それぞれ固有の色合いや食感を有し、一般家庭でも容易に作れるので、世界中
に広く普及している菓子の１つである。また、水分が少ないため保存性に富み、場合によ
っては、主食としても利用可能であるので、世界中で広く愛用されている菓子の１つでも
ある。
【０００３】
　近年、我々の食生活は、飽食といわれるほど豊かになるとともに、食の欧米化が進み、
炭水化物（糖質）が中心のメニューに変わってきた。食事から摂取された炭水化物は、生
体内で代謝されて糖質となり、糖質は血流に乗って体中の細胞でエネルギー源として利用
される。しかし、利用されずに残った糖質はいずれ脂肪に変換されて体内に蓄積される。
したがって、炭水化物（糖質）のとり過ぎは、肥満や糖尿病の原因になるといわれており
、最近は、体重減少を目的とした低炭水化物ダイエットという、炭水化物（糖質）を制限
した食事も盛んに研究されるようになってきている。もし糖質の少ない焼き菓子が得られ
れば、こうした食事にも適用でき、有用である。
【０００４】
　また、我々の細胞は、ある種の特殊な環境下におかれると、糖質だけでなく、アミノ酸
、脂肪酸、ケトン体（アセト酢酸、３－ヒドロキシ酪酸、アセトンの総称）などの有機化
合物をエネルギー源として利用することできる。例えば、てんかん患者に対する治療食と
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して、ケトン食が提案されている。この「ケトン食」とは、糖質及びタンパク質の量を減
らし、脂質の量を増やして、生活に必要なエネルギーが摂取できるようにした食事である
。これまで、ケトン食はてんかんによる発作の抑制のために利用されてきたが、最近では
、老人性認知症やアルツハイマー型認知症の治療のためにも利用されるようになってきて
いる。
【０００５】
　例えば、特許文献１では、タンパク質、脂質及び消化可能な炭水化物を含有する栄養組
成物であって、乾燥質量１００ｇ当たり２５２０～３０８０キロジュールのエネルギーを
有し、かつ、タンパク質と消化可能な炭水化物の合計に対する脂質の重量が２．７～３．
４：１であり、前記脂質がリノレン酸などの多価不飽和脂肪酸を多く含む栄養組成物を、
小児てんかんの発作を制御するために利用している。
　また、特許文献２では、ケトン食療法によって、哺乳動物の脳におけるタンパク質凝集
を減少させ、アルツハイマー型認知症を治療している。
　しかしながら、これまでの「ケトン食」は、タンパク質や糖質に比べて、脂質が相当多
く含まれているため、非常に食べにくいという問題があった。そのため、需要者が自ら好
んで食べられない、あるいは、ケトン食療法を継続したくても長続きしないという問題が
あった。そこで、「ケトン食」であっても、油っぽさを感じにくく、食べやすくて、しか
も、必要なエネルギー量を取りやすくしたものが求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２０１０－５０６５８７号公報
【特許文献２】特表２００８－５４２２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、高油分とした場合であっても、油っぽくなく、また、しっとりとした
食感とざらつきのない良好な口どけを有し、さらに、素材本来の風味がより一層感じられ
る、穀粉を実質的に含まない焼き菓子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、ケトン食として利用できるような高脂質、低糖質である、焼き菓子につ
いて鋭意研究をしたところ、驚くべきことに、脂質として、中鎖脂肪酸を有するトリアシ
ルグリセロールをできるだけ多く用いることによって、高油分とした場合であっても、油
っぽくなく、また、しっとりとした食感とざらつきのない良好な口どけを有し、さらに、
素材本来の風味がより一層感じられる焼き菓子が得られることを見出し、本発明を完成さ
せた。さらに驚くべきことに、糖質の量を極力減らしていった結果、穀粉を実質的に含ま
なくても、焼き菓子原料の中にわずかに含まれている糖質とタンパク質により、十分な保
形性や壊れにくさを有する焼き菓子が得られることを見出し、本発明を完成させた。
【０００９】
　すなわち、本発明の一態様によれば、穀粉を実質的に含まない焼き菓子であって、４０
～８０質量％の脂質、１～１０質量％のタンパク質、５～２５質量％の糖質を含んでおり
、前記脂質には、構成脂肪酸として炭素数６～１２の中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリ
セロールが前記脂質の５０質量％以上含まれている、焼き菓子を提供することができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、前記脂質が、液状油、マーガリン、ファットスプレ
ッド、ショートニング及び粉末油脂から選ばれる１種又は２種以上である、焼き菓子を提
供することができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、前記中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールの
構成脂肪酸が、炭素数６～１２の中鎖脂肪酸のみから構成されている、焼き菓子を提供す
ることができる。
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　本発明の好ましい一態様によれば、前記中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールの
構成脂肪酸が、炭素数８、１０又は１２の中鎖脂肪酸のみから構成されている、焼き菓子
を提供することができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、前記タンパク質として、卵白又は全卵に由来するも
のを含んでいる、焼き菓子を提供することができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、前記焼き菓子が、甘味料を含んでいる、焼き菓子を
提供することができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、前記焼き菓子が、好ましくは、５０～７０質量％の
脂質、２～８質量％のタンパク質、７～２５質量％の糖質を含んでおり、さらに好ましく
は、５５～７０質量％の脂質、３～６質量％のタンパク質、１０～２５質量％の糖質を含
んでいる、焼き菓子を提供することができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、前記焼き菓子１００ｇ当たりのエネルギーが、好ま
しくは、４５０～７５０キロカロリーであり、より好ましくは、５００～７３０キロカロ
リーであり、さらに好ましくは、５５０～７１０キロカロリーである、焼き菓子を提供す
ることができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、前記焼き菓子において、タンパク質（Ｐ）と糖質（
Ｃ）の合計に対する脂質（Ｆ）の割合（「Ｆ／（Ｐ＋Ｃ）」）が、好ましくは、１．８～
４．０であり、より好ましくは、２．５～３．５であり、さらに好ましくは、３．０～３
．４である、焼き菓子を提供することができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、前記焼き菓子が、クッキー又は焼きドーナツである
、焼き菓子を提供することができる。
　本発明の好ましい一態様によれば、上記焼き菓子を含む食品を提供することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、焼き菓子の製造において、脂質の５０質量％以上が、構成脂肪酸とし
て炭素数６～１２の中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールである脂質を用いること
により、高油分とした場合であっても、油っぽくなく、また、しっとりとした食感とざら
つきのない良好な口どけを有し、さらに、素材本来の風味がより一層感じられる、穀粉を
実質的に含まない焼き菓子を簡便に製造することができる。本発明の焼き菓子は、従来の
ものよりも油っぽくなく食べやすいので、これまでのケトン食では満足できなかった人々
の需要に応えることができる。
　また、栄養補給や持久力の向上に寄与する中鎖脂肪酸を、おいしくかつ大量に摂取する
ことができるようになるため、ケトン食療法において、本発明の焼き菓子を用いることに
より、１日に必要なエネルギーを簡便にとることができる。
　さらに、本発明の焼き菓子は、高油分であるにもかかわらず、通常の焼き菓子と同程度
に保形性と壊れにくさを有するため、消費者の手に届くまでに割れたりすることが少なく
、見た目にも美しい焼き菓子を得ることができ、商品価値は高いものとなる。
　加えて、穀粉を実質的に含まないため、穀粉に対するアレルギー（例えば、小麦粉アレ
ルギー等）を有する需要者に対して、安心・安全な焼き菓子を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の焼き菓子について順を追って記述する。
　本発明において「焼き菓子」とは、穀粉を実質的に含まない焼き菓子であって、脂質、
タンパク質、糖質をそれぞれ所定量含み、前記脂質の５０質量％以上が炭素数６～１２の
中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールであれば、特に制限されない。具体的な製品
形態としては、例えば、クッキー（ロータリーモールドクッキー、ワイヤーカットクッキ
ー、絞りクッキー等）、ドーナツ、焼きドーナツ、ビスケット、クラッカー、サブレ、パ
イ、ウエハース、スナック菓子、スポンジケーキ、カステラ、ホットケーキ、フィナンシ
ェ、ガトーショコラ等が挙げられる。その中でも、脂質を多く含むことができる、例えば
、クッキー、焼きドーナツなどが好ましい。
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【００１２】
　本発明における「焼き菓子」は、４０～８０質量％の脂質、１～１０質量％のタンパク
質、５～２５質量％の糖質を含むことが好ましく、また、５０～７０質量％の脂質、２～
８質量％のタンパク質、７～２５質量％の糖質を含むことがより好ましく、５５～７０質
量％の脂質、３～６質量％のタンパク質、１０～２５質量％の糖質を含むことがさらに好
ましい。これに加えて、当該「焼き菓子」は、栄養障害を避けるために、十分なミネラル
やビタミンなどを含むこともできる。なお、これらの質量％は、焼き菓子（最終製品）を
１００質量％として計算される。
【００１３】
　本発明の「焼き菓子」は、必要なエネルギーを一度に大量に摂取できるように、比較的
高いエネルギーを有していることが好ましい。具体的には、焼き菓子１００ｇ当たり４５
０～７５０キロカロリーのエネルギーを有する。好ましくは、焼き菓子１００ｇ当たり５
００～７３０キロカロリーを有する。さらに好ましくは、焼き菓子１００ｇ当たり５５０
～７１０キロカロリーを有する。
【００１４】
　本発明の「焼き菓子」は、ケトン体をたくさん体内に生成できるように、タンパク質（
Ｐ）と糖質（Ｃ）の合計に対する脂質（Ｆ）の割合（以下、「Ｆ／（Ｐ＋Ｃ）」のことを
「第１ケトン比」という。）が高いことが好ましい。具体的には、第１ケトン比が１．８
～４．０であり、より好ましくは、２．５～３．５であり、さらに好ましくは、３．０～
３．４であることが好ましい。
　また、脂質が多く、糖質が少ない場合に、ケトン体はエネルギーとして消費されるので
、脂質を向ケトン物質（Ｋ）、反対に、糖質を反ケトン物質（ＡＫ）ということがある（
丸山博ほか著、「ケトン食の本」、第一出版株式会社、２０１０年、４頁）。そして、脂
質（脂肪）は９０％のＫと１０％のＡＫを含んでおり、タンパク質は４６％のＫと５８％
のＡＫを含んでいる（同文献）。
　したがって、ケトン比が、向ケトン物質（Ｋ）に対する反ケトン物質（ＡＫ）の割合（
以下、「第２ケトン比」という。）によって、以下の式により計算されることがある（同
文献）。
　Ｋ／ＡＫ＝（０．９Ｆ＋０．４６Ｐ）／（Ｃ＋０．１Ｆ＋０５８Ｐ）
　なお、この式を「Ｗｏｏｄｙａｔｔの式」という。
　本発明において、具体的には、第２ケトン比が１．６～２．８であり、より好ましくは
、２．０～２．６であり、さらに好ましくは、２．３～２．６であることが好ましい。一
般的には、第２ケトン比が２よりも大きい場合に体内にケトン体が生成されると考えられ
ている。
【００１５】
　本発明のおける「穀粉」とは、強力粉、中力粉、薄力粉、小麦全粒粉、玄米粉、ライ麦
粉、とうもろこし粉、及び米粉等のことをいう。ここで、「穀粉を実質的に含まない」と
は、穀粉を含むことで、ケトン食対応としての適性を損なわない程度に十分少ないことを
意味する。したがって、本発明の「焼き菓子」では、穀粉それ自体を原料として使用する
ことはないが、他の原料に由来する、わずかに混入し得る程度の穀粉が含まれることは許
容される。例えば、澱粉や増粘剤が小麦粉等を原料として調製されるものである場合、当
該澱粉及び増粘剤とともに通常混入し得る程度の量の小麦粉であれば、本発明の「焼き菓
子」から除外されない。一例として、本発明の「穀粉を実質的に含まない焼き菓子」とは
、穀粉の含有量が、焼き菓子の原料を基準として、３質量％未満、好ましくは２質量％未
満、より好ましくは１質量％未満であることをいう。
【００１６】
　本発明における「しっとりとした食感とざらつきのない良好な口どけ」とは、例えば、
焼き菓子がクッキーである場合、通常のもの（油分が少ないもの）と同程度にしっとりと
した食感があることであり、また、食べたときに口の中でダマにならず、ザラつきを感じ
ないことをいう。高脂質かつ低糖質である場合、通常は、生地が軟らかくなり、焼成後も
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ソフトさが際立った焼き菓子となり、口の中でダマになり、ザラつきを感じやすいが、意
外にも、中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールを用いることにより、適度な硬さや
噛み応えを有する焼き菓子が得られたことは、本発明における重要な特徴の１つである。
　また、本発明における「素材本来の風味がより一層感じられる」とは、例えば、ココア
パウダーを用いた焼き菓子である場合、ココア本来の風味が際立って感じられることをい
う。中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールを用いることにより、素材本来の風味が
引き立たされることは、本発明における重要な特徴の１つである。
【００１７】
　本発明の「タンパク質」としては、８アミノ酸よりも大きなペプチドを含有するもので
あれば特に制限されない。例えば、コーングルテン、小麦グルテン、大豆タンパク質、小
麦タンパク質、乳タンパク質、乳清タンパク質、食肉又は魚肉から得られる動物性タンパ
ク質（コラーゲンを含む）、卵白、卵黄などが挙げられる。
　焼き菓子中のタンパク質の量は、好ましくは１～１０質量％であり、より好ましくは２
～８質量％であり、さらに好ましくは３～６質量％である。
【００１８】
　本発明の「糖質」としては、例えば、グルコース、デキストリン、ラクトース、スクロ
ース、ガラクトース、リボース、トレハロース、でんぷん、加工でんぷん、水飴、粉末水
飴等が挙げられる。
　焼き菓子中の糖質の量は、好ましくは５～２５質量％であり、より好ましくは７～２５
質量％であり、さらに好ましくは１０～２５質量％である。
【００１９】
　本発明の「脂質」としては、油脂が好ましい。油脂としては、液状油、マーガリン、フ
ァットスプレッド、ショートニング、粉末油脂が挙げられ、これらの１種又は２種以上を
用いることが好ましい。
　焼き菓子中の脂質の量は、４０～８０質量％であることが好ましく、５０～７０質量％
であることがより好ましく、５５～７０質量％であることがさらに好ましい。
　そして、高油分でもしっとりとした食感とざらつきのない良好な口どけを有し、さらに
、素材本来の風味がより一層感じられるようにするためには、当該焼き菓子原料中の脂質
の５０質量％以上が、構成脂肪酸として炭素数６～１２の中鎖脂肪酸を有するトリアシル
グリセロールでなくてはならない。また、上記焼き菓子の脂質に対して、上記トリアシル
グリセロールが７０質量％以上であることが好ましく、また８０質量％以上であることが
より好ましく、さらに９０質量％以上であることがより好ましい。また、本発明の焼き菓
子に含まれる脂質のすべて（１００質量％）が、上記トリアシルグリセロールであること
が最も好ましい。
【００２０】
　本発明では、配合する油脂以外の含油原料に由来する油脂を脂質含量に含めて計算する
。例えば、ココアパウダーを焼き菓子に配合する場合、ココアパウダーに含まれる脂質含
量が約２２質量％であるため、これに相当する脂質が焼き菓子に含まれることになる。ア
ーモンドパウダーを焼き菓子に配合する場合、アーモンドパウダーに含まれる脂質含量が
約５４質量％であるため、これに相当する脂質が焼き菓子に含まれることになる。
【００２１】
　上述のとおり、本発明の焼き菓子に含まれる脂質中には、構成脂肪酸として炭素数６～
１２の中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールが含まれるが、このトリアシルグリセ
ロールは、構成脂肪酸を炭素数６～１２の中鎖脂肪酸のみとするトリアシルグリセロール
であってもよいし、構成脂肪酸として炭素数６～１２の中鎖脂肪酸を含む混酸基トリアシ
ルグリセロールであってもよい。ここで、各々の中鎖脂肪酸のグリセリンへの結合位置は
、特に限定されない。また、混酸基トリアシルグリセロールである場合には、構成脂肪酸
の一部に炭素数６～１２以外の脂肪酸を含んでいてもよく、例えば、長鎖脂肪酸を含んで
いてもよい。
　また、本発明において用いられる脂質は、例えば、トリオクタノイルグリセロールとト
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リデカノイルグリセロールとの混合物等、複数の異なる分子種の油脂が混ざり合った混合
物であってもよい。ここで、炭素数６～１２の中鎖脂肪酸は、直鎖状の飽和脂肪酸である
ことが好ましい。
【００２２】
　別の定義によれば、本発明においては、トリアシルグリセロールに含まれる３つの脂肪
酸のうち、少なくとも１つが炭素数６～１２の中鎖脂肪酸であるトリアシルグリセロール
が、脂質の５０質量％以上含まれればよいから、脂質を構成する油脂に含まれる中鎖脂肪
酸の合計量は、脂肪酸換算値で、１０質量％～１００質量％であることが好ましく、２５
～１００質量％であることがより好ましく、４０～１００質量％であることがさらに好ま
しい。
【００２３】
　本発明の焼き菓子に含まれる中鎖脂肪酸を含むトリアシルグリセロールとしては、構成
脂肪酸が炭素数６～１２の中鎖脂肪酸のみからなるトリアシルグリセロール（以下「ＭＣ
Ｔ」とも表す。）が好ましく、さらに、構成脂肪酸が炭素数８、１０又は１２の中鎖脂肪
酸のみからなるＭＣＴがより好ましい。
　本発明の焼き菓子の脂質中に含まれるＭＣＴは、従来公知の方法で製造できる。例えば
、炭素数６～１２の脂肪酸とグリセロールとを、触媒下、好ましくは無触媒下で、また、
好ましくは減圧下で、１２０～１８０℃に加熱し、脱水縮合させることにより製造できる
。
【００２４】
　本発明の焼き菓子は、焼き菓子中の脂質含量および炭素数６～１２の中鎖脂肪酸を含む
トリアシルグリセロール含量が上記特定の範囲を満たしている限り、どのような液状油を
併用してもよい。例えば、ヤシ油、パーム核油、パーム油、パーム分別油（パームオレイ
ン、パームスーパーオレイン等）、シア脂、シア分別油、サル脂、サル分別油、イリッペ
脂、大豆油、菜種油、綿実油、サフラワー油、ひまわり油、米油、コーン油、ゴマ油、オ
リーブ油、乳脂、ココアバター等やこれらの混合油、これらの水素添加油、分別油、及び
エステル交換油等が挙げられ、これらの１種又は２種以上を使用することができる。これ
らの中でも、ラウリン酸（Ｃ１２：０）を多く含む、ヤシ油（ココナッツ油）は、本発明
の脂質として好適に用いられる。
【００２５】
　本発明の焼き菓子には、脂質として、液状油だけでなくマーガリンも用いられる。マー
ガリンは、精製した油脂に発酵乳や食塩、ビタミン類（水相）を加えて乳化し、練り合わ
せて得られる加工食品であり、油脂の外に水や調味料等を含んでいるため、本発明におけ
るマーガリンの脂質含量は、マーガリンに含まれる水や発酵乳、調味料、乳化剤等の副材
料を除いて計算される。原料油脂は、常温で固体化するように、通常はその製造工程にお
いて水素添加されるが、バターとの違いは、バターの主原料が牛乳であるのに対し、マー
ガリンの主原料が植物性あるいは動物性の油脂であることである。日本のＪＡＳ規格によ
れば、油脂含有率が８０％を超えるものがマーガリンであり、８０％未満のものがファッ
トスプレッドである。マーガリン又はファットスプレッドには、油相成分として水添植物
油脂やエステル交換油脂が良く使用されているが、構成脂肪酸として炭素数６～１２の中
鎖脂肪酸を含むトリアシルグリセロールを含有させたものが好適に使用できる。例えば、
そのようなものとして、日清オイリオグループ（株）製の商品：リセッタソフトが挙げら
れる。
【００２６】
　本発明の焼き菓子には、脂質として、ショートニングも用いられる。焼き菓子に配合す
るショートニングは、大豆油、とうもろこし油等の植物油脂や動物油脂を原料とした練り
込み用の常温で半固形（クリーム状）の油脂であり、マーガリンやバターなどの乳化製品
と異なり、一般的には、白色の無味無臭のものであって、水や乳成分を含まず、ほぼ１０
０％が油脂成分である。
【００２７】
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　本発明の焼き菓子には、脂質として、粉末油脂も用いられる。粉末油脂は、噴霧式、粉
砕式、コーティング式のいずれかの方式で製造されるものであり、加熱乾燥、冷却固化、
凍結乾燥、マイクロカプセル化などの工程により製造される。例えば、融点が低い液体油
であれば、水相と油相を混合し、得られたＯ／Ｗ型の乳化物を噴霧乾燥して、粉末油脂を
製造することができる。このようにして得られた粉末油脂は、賦形剤として糖質やタンパ
ク質を含んでいるため、これらの糖質及びタンパク質含量は、脂質含量とは分けて計算さ
れなければならない。なお、本発明における好ましい粉末油脂として、例えば、日清オイ
リオグループ（株）製の商品：日清ＭＣＴパウダーが挙げられる。
【００２８】
　本発明の焼き菓子に用いられる「その他の原料」としては、通常、焼き菓子に配合され
るものであれば、特段排除されない。例えば、アーモンドパウダー、ココアパウダー、チ
ョコレート、チョコチップ、キャラメル、チーズ、ナッツ類、アーモンドパウダー、及び
はちみつ並びにこれらの加工品、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル
、ソルビタン脂肪酸エステル、モノグリセリド及び有機酸モノグリセリド等の乳化剤、ビ
タミンＡ、ビタミンＢ、ビタミンＥ及びビタミンＣ等のビタミン類、全脂粉乳、脱脂粉乳
、乳パウダー、クリーミングパウダーなどの乳製品、鉄分、カルシウムなどのミネラル類
、難消化性デキストリン、ポリデキストロース、カラギーナン、セルロースなどの食物繊
維、エリスリトールなどの糖アルコール類、スクラロース、ソーマチン、ネオテームなど
の甘味料、コハク酸、リンゴ酸、クエン酸などの有機酸、食塩、重曹等の各種調味料、重
曹、ベーキングパウダー等の膨張剤、その他の香料や着色料、水、牛乳、豆乳、果汁、及
び野菜汁等を配合することができる。
【００２９】
　さらに本発明には、本発明の焼き菓子を含む食品も含まれる。例えば、クリーム、ジャ
ム、マシュマロ、餡などを焼き菓子で包むもしくは挟み込んだ食品が挙げられる。そして
、焼き菓子の表面又は裏面に、チョコレート、砂糖、卵白、醤油、油脂等を塗布もしくは
被覆して味のコンビネーションを持たせた食品が挙げられる。
【００３０】
　本発明の焼き菓子を製造する方法は、常法であればよく、特に制限されないが、例えば
、オーブン等による焼成調理、電子レンジ等によるマイクロ波調理、過熱水蒸気調理等が
挙げられる。また、本発明の焼き菓子は、従来公知の方法に、炭素数６～１２の中鎖脂肪
酸を有するトリアシルグリセロールを含む脂質を配合することにより製造することができ
る。具体的には、まず、炭素数６～１２の中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールを
含有する脂質に、その他の原料を添加し、適宜の手段で混合し、生地を調製する。続いて
、得られた生地を成形し、焼成して焼き菓子を製造する。
【実施例】
【００３１】
　次に、実施例および比較例を挙げ、本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれらに
何ら制限されるものではない。
　以下において「％」とは、特別な記載がない場合、質量％を示す。
　また、脂質、タンパク質、糖質の含量は、焼き菓子１００質量％に対する質量％として
計算されている。また、エネルギーは、焼き菓子１００ｇ当たりキロカロリーとして計算
されている。さらに、「ケトン比」は、焼き菓子に含まれる脂質、タンパク質、糖質の含
量に基づき、「脂質／（タンパク質＋糖質）」（第１ケトン比）、又は、Ｗｏｏｄｙａｔ
ｔの式（第２ケトン比）として計算されている。
【００３２】
＜分析方法＞
　トリアシルグリセロール含量は、ＡＯＣＳ　Ｃｅ５－８６に準じて測定した。
　各脂肪酸含量は、ＡＯＣＳ　Ｃｅ１ｆ－９６に準じて測定した。
【００３３】
　以下、炭素数６～１２の中鎖脂肪酸を有するトリアシルグリセロールを「ＭＴＧ」と省
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シルグリセロールを「ＭＣＴ」と省略する。
＜使用油脂＞
〔ＭＣＴ１〕：トリアシルグリセロールを構成する脂肪酸がｎ－オクタン酸（炭素数８）
とｎ－デカン酸（炭素数１０）であり、その質量比が３０：７０であるＭＣＴ（日清オイ
リオグループ株式会社社内製：Ｃ１０Ｒ）をＭＣＴ１とした。
〔ＭＣＴ２〕：トリアシルグリセロールを構成する脂肪酸がｎ－オクタン酸（炭素数８）
とｎ－デカン酸（炭素数１０）であり、その質量比が７５：２５であるＭＣＴ（日清オイ
リオグループ株式会社社内製：Ｏ．Ｄ．Ｏ．）をＭＣＴ２とした。
〔植物油脂１〕：ヤシ硬化油（日清オイリオグループ株式会社製、トリアシルグリセロー
ルを構成する脂肪酸中の中鎖脂肪酸含量１２．３質量％（内訳：ｎ－オクタン酸含量８．
０質量％、ｎ－デカン酸含量４．３質量％）、ＭＴＧ含量５３．２質量％、ＭＣＴ含量０
質量％）を植物油脂１とした。
〔植物油脂２〕：ハイエルシン菜種極度硬化油（横関油脂工業株式会社製、ＭＴＧ含量０
質量％）を植物油脂２とした。
〔植物油脂３〕：菜種油（日清オイリオグループ株式会社製、ＭＴＧ含量０質量％、飽和
脂肪酸６質量％、モノ不飽和脂肪酸６２質量％、多価不飽和脂肪酸３０質量％、オレイン
酸６０質量％、リノレン酸１０質量％）を植物油脂３とした。
〔植物油脂４〕：パーム中融点画分（日清オイリオグループ株式会社製、ＭＴＧ含量０質
量％）を植物油脂４とした。
〔エステル交換油１〕：パームステアリン極度硬化油５０質量部とパーム核オレイン極度
硬化油５０質量部との混合油を化学的エステル交換したエステル交換油（トリアシルグリ
セロールを構成する脂肪酸中の中鎖脂肪酸含量３．２質量％（内訳：ｎ－オクタン酸２．
０質量％、ｎ－デカン酸含量１．２質量％）、ＭＴＧ含量１３．２質量％、ＭＣＴ含量０
質量％）をエステル交換油１とした。
〔エステル交換油２〕：パームオレインを化学的エステル交換したエステル交換油（ＭＴ
Ｇ含量０質量％）をエステル交換油２とした。
【００３４】
＜マーガリンの調製＞
　表１の配合に従って、油相と水相とを調製し、常法に従って、コンビネーターにより急
冷可塑化することにより、中鎖マーガリンと長鎖マーガリンを調製した。脂質中のＭＴＧ
含量について表１に示した。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
＜粉末油脂の製造＞
　下記表２の配合に従って、粉末油脂を、常法に従って製造した。具体的には、まず、下
記の配合に示されたＭＣＴ２又は植物油脂３を油相とし、これを加工でんぷん及びデキス
トリンに水を加えた水相とを良く混合し、Ｏ／Ｗ型の乳化物を作製した。そして、この乳
化物をスプレードライ法にて熱風乾燥し粉末油脂を得た。なお、ＭＣＴ２の粉末油脂を「
ＭＣＴパウダー」といい、植物油脂３（菜種油）の粉末油脂を「ＬＣＴパウダー」という
。
【００３７】

【表２】

【００３８】
［実施例１］
＜アーモンドクッキーの製造＞
　下記表３の配合に従って、実施例１、比較例１のアーモンドクッキーを、常法に従って
製造した。具体的には、まず、下記に示された配合の中鎖又は長鎖マーガリンに、ＭＣＴ
パウダー又はＬＣＴパウダー、甘味料シュガーカット（登録商標、株式会社浅田飴）、ア
ーモンドパウダー、卵白、重曹を加えてよく混合し、クッキー生地を得た。３ｍｍ厚に延
ばして、３ｃｍの丸型で型抜きし、１５０℃のオーブンで１５分間焼成し、クッキーを製
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造した。
【００３９】
【表３】

【００４０】
［実施例２］
＜ココアクッキーの製造＞
　下記表４の配合に従って、実施例２、比較例２のココアクッキーを、常法に従って製造
した。具体的には、まず、下記に示された配合の中鎖又は長鎖マーガリンに、ＭＣＴパウ
ダー又はＬＣＴパウダー、甘味料シュガーカット（登録商標、株式会社浅田飴）、ココア
、卵白、重曹を加えてよく混合し、クッキー生地を得た。３ｍｍ厚に延ばして、３ｃｍの
丸型で型抜きし、１５０℃のオーブンで１５分間焼成し、クッキーを製造した。
【００４１】
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【表４】

【００４２】
［実施例３］
＜ガトーショコラ風ミニ焼きドーナツの製造＞
　下記表５の配合に従って、実施例３、比較例３の焼きドーナツを、常法に従って製造し
た。具体的には、まず、下記に示された配合のパウダー、マーガリン、重曹を混合し、こ
れに全卵を加え、さらにココアパウダーを混合して、ドーナツ生地を得た。リング形の型
に生地を３．５ｇを絞り、１５０℃のオーブンで１７分間焼成し、下記の焼きドーナツを
製造した。
【００４３】
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【表５】

【００４４】
［実施例４］
＜フィナンシェ風パフクッキーの製造＞
　下記表６の配合に従って、実施例４、比較例４のフィナンシェ風パフクッキーを、常法
に従って製造した。具体的には、まず、下記に示された配合のパウダー、マーガリンを混
合し、これに卵白を加え、さらにアーモンドパウダーを混合して、生地を得た。ハート形
の型に生地４ｇを絞り、１５０℃のオーブンで３０分間焼成し、下記のフィナンシェ風パ
フクッキーを製造した。
【００４５】
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【表６】

【００４６】
［実施例５］
＜改良型アーモンドクッキーの製造＞
　下記表７の配合に従って、実施例５、比較例５の改良型アーモンドクッキーを作製した
。ケトン比を向上させるため、下記表７の配合においては、上記[実施例１]の上記表３の
配合の甘味料であるシュガーカット（登録商標）に代えて、ミラスィー（登録商標、ＤＳ
Ｐ五協フード＆ケミカル株式会社）を使用した。この変更に合わせて、他の成分を調整し
た。その他は、実施例１と同様に行った。
【００４７】
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【表７】

【００４８】
［実施例６］
＜ココアクッキーの製造＞
　下記表８の配合に従って、実施例６、比較例６の改良型ココアクッキーを作製した。ケ
トン比を向上させるため、下記表８の配合においては、上記[実施例２]の上記表４の配合
の甘味料であるシュガーカット（登録商標）に代えて、ミラスィー（登録商標、ＤＳＰ五
協フード＆ケミカル株式会社）を使用した。この変更に合わせて、他の成分を調整した。
その他は実施例２と同様に行った。
【００４９】
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【表８】

【００５０】
［実施例７］
＜ガトーショコラ風ミニ焼きドーナツの製造＞
　下記表９の配合に従って、実施例７、比較例７の改良型ガトーショコラ風ミニ焼きドー
ナツを作製した。ケトン比を向上させるため、下記表９の配合においては、上記[実施例
３]の上記表５の配合の甘味料であるシュガーカット（登録商標）に代えて、ミラスィー
（登録商標、ＤＳＰ五協フード＆ケミカル株式会社）を使用した。この変更に合わせて、
他の成分を調整した。その他は実施例３と同様に行った。
【００５１】
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【表９】

【００５２】
［実施例８］
＜フィナンシェ風パフクッキーの製造＞
　下記表１０の配合に従って、実施例８、比較例８の改良型フィナンシェ風パフクッキー
を作製した。ケトン比を向上させるため、下記表１０の配合においては、上記[実施例４]
の上記表６の配合の甘味料であるシュガーカット（登録商標）に代えて、ミラスィー（登
録商標、ＤＳＰ五協フード＆ケミカル株式会社）を使用した。この変更に合わせて、他の
成分を調整した。して、香料を使用した。その他は実施例４と同様に行った。
【００５３】
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【表１０】

【００５４】
＜焼き菓子の評価＞
　上記で製造した、実施例及び比較例の焼き菓子の食感等について、以下の評価方法に従
って評価した。
【００５５】
＜焼き菓子の評価方法＞
（１）油っぽさの評価方法
　以下の基準に従って、熟練した１０名のパネラーにより、総合的に評価した。
　◎：油っぽくない
　○：わずかに油っぽい
　△：少し油っぽい
　×：油っぽい
（２）食感の評価方法
　以下の基準に従って、熟練した１０名のパネラーにより、総合的に評価した。
　◎：しっとりとした食感があり良好 
　○：しっとりとした食感はややあるが、十分でない
　△：しっとりとした食感がほとんどない
　×：しっとりとした食感がなく、不良である
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（３）口どけの評価方法
　以下の基準に従って、熟練した１０名のパネラーにより、総合的に評価した
　◎：口の中でダマにならず、なめらかな食感
　○：口の中でダマになりにくく、まあまあなめらかな食感
　△：口の中で少しダマになり、ややザラつきを感じる
　×：口の中でダマになり、ザラつきを感じる
（４）風味の評価方法
　以下の基準に従って、熟練した１０名のパネラーにより、総合的に評価した
　◎：素材本来の風味が強く感じられる
　○：素材本来の風味がまあまあ感じられる
　△：素材本来の風味がやや感じられる
　×：素材本来の風味が感じられない
【００５６】
　表３ないし１０から明らかであるように、構成脂肪酸として炭素数６～１２の中鎖脂肪
酸を有するトリアシルグリセロールが、全脂質の５０質量％以上を占めているような脂質
を用いることにより、高油分とした場合であっても、油っぽくなく、また、しっとりとし
た食感とざらつきのない良好な口どけを有し、さらに、素材本来の風味がより一層感じら
れる、穀粉を実質的に含まない焼き菓子を製造することができた。特に、実施例４ないし
８の改良型では、ケトン比が十分に高く、良好なケトン体の生成を期待できるものであり
、ケトン食対応として好ましく使用できる。
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