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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穀粉類、ならびにステアロイル乳酸ナトリウム及びステアロイル乳酸カルシウムからな
る群より選択される１種以上の乳化剤を含有する、ベーカリー食品用組成物であって、
　該穀粉類は、その総量中に、もち大麦粉及び／又は大麦粉５～５０質量％、ならびに小
麦グルテンを乾燥物換算で０．５～２０質量％含み、かつ該穀粉類は、該もち大麦粉及び
／又は大麦粉ならびに小麦グルテン以外の、他の穀粉類をさらに含み、
　該組成物中における該乳化剤の含有量が、該穀粉類１００質量部に対して０．０５～２
．０質量部である、
ベーカリー食品用組成物。
【請求項２】
　前記他の穀粉類が強力粉である、請求項１記載のベーカリー食品用組成物。
【請求項３】
　前記穀粉類の総含有量が５０～９９．９５質量％である、請求項１又は２記載のベーカ
リー食品用組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項記載のベーカリー食品用組成物を用いたベーカリー食品生
地の製造方法。
【請求項５】
　請求項４記載の方法で製造されたベーカリー食品生地を焼成することを含むベーカリー
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食品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベーカリー食品用組成物、及びそれを用いて製造したベーカリー食品に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　消費者の味の嗜好や健康志向に応じて、小麦以外の穀類の粉を原料とするパンや菓子が
製造されている。例えば、特許文献１には、パン生地の主原料に小麦粉、大麦粉、米粉、
澱粉からなる群から選ばれる一種以上の穀物粉を用いることが記載されている。特許文献
２には、大麦粉と玄米粉又は玄米粒を含有し、実質的に小麦粉を含有しないパン又は菓子
用大麦玄米組成物を用いて、ミネラル及び食物繊維が豊富でかつ風味及び食感に優れたパ
ン又は菓子を製造する方法が記載されている。特許文献３には、粥状の大麦にイーストを
添加して発酵させた元種１０～４０重量％、米粉１～４０重量％、小麦粉１～４０重量％
及び水を必須成分として含有するパン生地用組成物を用いて、老化速度の遅いパンを製造
することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３３３９６２号公報
【特許文献２】特開２０１０－０２２２７１号公報
【特許文献３】特開２０１１－０５５７３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、生地にしたときの作業性が良く、かつ大麦の旨味と食感を有するベーカリー
食品を製造することができる、ベーカリー食品用組成物を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　すなわち、本発明は、もち大麦粉及び／又は大麦粉５～５０質量％と小麦グルテン０．
５～２０質量％とを含む穀粉類、ならびにステアロイル乳酸ナトリウム及びステアロイル
乳酸カルシウムからなる群より選択される１種以上の乳化剤を含有する、ベーカリー食品
用組成物を提供する。
　また本発明は、上記ベーカリー食品用組成物を用いたベーカリー食品生地の製造方法を
提供する。
　また本発明は、上記ベーカリー食品生地を焼成することを含むベーカリー食品の製造方
法を提供する。
　また本発明は、上記ベーカリー食品用組成物を用いて製造されたベーカリー食品を提供
する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明のベーカリー食品用組成物は、生地にしたときの作業性が良く、かつ大麦の旨味
と食感を有するベーカリー食品を製造することができる組成物である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明のベーカリー食品用組成物は、ベーカリー食品の製造のための原料粉として使用
される。本明細書において、ベーカリー食品とは、穀粉を主原料とし、これに必要に応じ
てイーストや膨張剤（ベーキングパウダー等）、水、食塩、砂糖などの副材料を加えて得
られた発酵又は非発酵生地を、焼く、揚げる、蒸す等の加熱処理を行って得られる食品を
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いう。ベーカリー食品の例としては、ドーナツ、パン類、ケーキ類、及びワッフル、シュ
ー、ビスケット等の焼き菓子などが挙げられる。本発明の組成物は、好ましくは発酵生地
から得られるベーカリー食品の製造に使用され、より好ましくはパン類の製造に使用され
る。
【０００８】
　本発明のベーカリー食品用組成物は、もち大麦粉及び／又は大麦粉を含有する。もち大
麦は、もち麦とも呼ばれる、いわゆるもち種の大麦である。本発明で使用されるもち大麦
粉とは、もち大麦の粉をいい、一方、本発明で使用される大麦粉とは、もち大麦ではない
大麦（例えばうるち麦）の粉をいう。本発明のベーカリー食品用組成物においては、もち
大麦粉と大麦粉はいずれか単独で使用されても、併用されてもよいが、好ましくはもち大
麦粉が使用される。
【０００９】
　本発明のベーカリー食品用組成物はまた、小麦グルテンを含有する。小麦グルテンとし
ては、生グルテンを使用しても、粉末グルテン（活性グルテン）を使用してもよい。
【００１０】
　本発明のベーカリー食品用組成物は、上述したもち大麦粉及び／又は大麦粉、ならびに
小麦グルテン以外の他の穀粉類をさらに含有する。他の穀粉類としては、例えば、小麦粉
、ライ麦粉、米粉、トウモロコシ粉などが挙げられ、このうち、小麦粉が好ましい。小麦
粉としては、強力粉、準強力粉、中力粉、薄力粉、デュラム粉などが挙げられる。これら
の他の穀粉類は、いずれか単独で使用されても、いずれか２種以上を組み合わせて使用さ
れてもよい。
【００１１】
　本発明のベーカリー食品用組成物における、上記もち大麦粉及び／又は大麦粉、小麦グ
ルテン、ならびに他の穀粉類を含めた穀粉類の総含有量は、好ましくは５０～９９．９５
質量％、より好ましくは７５～９９．９質量％である。該穀粉類の総量中における該もち
大麦粉及び／又は大麦粉の含有量は、合計で、好ましくは５～５０質量％、より好ましく
は１０～４０質量％である。また、該穀粉類の総量中における該小麦グルテンの含有量は
、乾燥物（粉末グルテン）換算で、好ましくは０．５～２０質量％、より好ましくは２～
１０質量％である。
【００１２】
　本発明のベーカリー食品用組成物はさらに、ステアロイル乳酸ナトリウム（ＳＳＬ）及
びステアロイル乳酸カルシウム（ＣＳＬ）からなる群より選択される１種以上の乳化剤を
必須成分として含有する。本発明のベーカリー食品用組成物において、当該ＳＳＬ及びＣ
ＳＬは、いずれか一方のみを使用しても、両方を使用してもよい。本発明のベーカリー食
品用組成物における当該ＳＳＬ及びＣＳＬの合計含有量は、上記穀粉類１００質量部に対
して、好ましくは０．０５～２．０質量部、より好ましくは０．１～１．０質量部である
。
【００１３】
　本発明のベーカリー食品用組成物はさらに、ベーカリー食品の原料粉に使用され得るそ
の他の成分を含んでいてもよい。その他の成分としては、砂糖、ブドウ糖、果糖、転化糖
、水あめ、麦芽糖、乳糖などの糖類；馬鈴薯澱粉、コーンスターチ、ワキシースターチ、
タピオカ澱粉、小麦澱粉等の澱粉や、それらにα化、エーテル化、エステル化、架橋、酸
化などの処理を施した加工澱粉；卵粉、卵白粉、大豆蛋白などの蛋白素材；脱脂粉乳、全
脂粉乳、チーズ粉末、ヨーグルト粉末、ホエイ粉末などの乳製品；ショートニングやバタ
ー、マーガリンやその他の動植物油などの粉末油脂；イースト、重曹、ベーキングパウダ
ーなどの膨張剤；モルト粉末やモルトエキス；イーストフード；食塩などの無機塩類；グ
ルコシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、ヘミセルラーゼなどの
酵素類；グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール
脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、レシチン、サポニン、ユッカフォーム、ステロ
ール、コール酸などのＳＳＬ又はＣＳＬ以外の乳化剤；食物繊維；増粘剤、酸化防止剤、
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酸味料、香料、香辛料、着色料等の添加物、などを挙げることができる。本発明のベーカ
リー食品用組成物における上記その他の成分の含有量は、５０質量％以下であればよく、
好ましくは２５質量％以下である。
【００１４】
　上記本発明のベーカリー食品用組成物を使用してベーカリー食品を製造する場合、原料
粉として該本発明のベーカリー食品用組成物を使用すること以外は、基本的に定法に従え
ばよい。すなわち、基本的には、本発明のベーカリー食品用組成物を原料粉として用い、
これを水分と混捏して生地を製造する。上記生地には、本発明のベーカリー食品用組成物
及び水分の他に、卵、乳、油脂、イースト、その他の成分などの、従来ベーカリー食品生
地の製造に使用されている各種材料を添加してもよい。次いで、必要に応じて発酵、成形
等の工程を経た後、得られた生地を焼成、揚げ、蒸しなど加熱処理することによって、ベ
ーカリー食品を製造することができる。
【００１５】
　例えば、本発明におけるベーカリー食品の製造には、通常の製パン方法、例えば、直捏
法、中種法（発酵種法）、湯種法、ノータイム法などを採用することができる。例えば、
直捏法の場合、通常の手順に従って原料粉から生地を調製し、該生地を発酵させ、必要に
応じてさらに成形及び二次発酵させ、次いで焼成することにより、ベーカリー食品を製造
することができる。中種法としては、慣用される７０％中種法の他、１００％中種法（フ
ルフレーバー法）、加糖中種法、オーバーナイト中種法などを採用することができる。中
種法の場合、通常の手順に従って、原料粉の一部、イースト、水分、及び必要に応じて他
の材料を混捏、発酵させて中種を調製する。この中種に残りの原料粉及び必要に応じて他
の材料や水分を加え、通常の手順に従って混捏、成形、二次発酵、次いで焼成することに
より、ベーカリー食品を製造することができる。
【実施例】
【００１６】
　以下に実施例を示して本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
れるものではない。
【００１７】
（実施例１）
　以下の配合及び手順に従ってパン生地を調製し、食パンを製造した。得られたパン生地
は、まとまりがよく作業性に優れていた。また製造された食パンは、大麦の旨味と食感を
有する好ましいものであった。
（配合：質量部）
　　強力粉　　　　　　　　７８
　　もち大麦粉　　　　　　１８
　　小麦グルテン　　　　　　４
　　乳化剤組成物*1　　　　　０．５
　　添加剤*2　　　　　　　　０．１５
　　食塩　　　　　　　　　　２
　　砂糖　　　　　　　　　　６
　　脱脂粉乳　　　　　　　　２
　　生イースト　　　　　　　２．５
　　マーガリン　　　　　　　５
　　水　　　　　　　　　　８０　　　　
（*1）ＵＳＬ（オリエンタル酵母（株））；乳化剤として、ステアロイル乳酸ナトリウム
（ＳＳＬ）を５０質量％含有する。
（*2）Ｃオリエンタルフード（オリエンタル酵母（株））；酸化剤・酵素含有組成物
【００１８】
（手順）
　　ミキシング　　　　　　　低速４分→中速４分→高速１分
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　　　　　　　　　　　　　　→マーガリン添加→低速２分→中速３分→高速１分
　　捏上　　　　　　　　　　２７℃
　　発酵　　　　　　　　　　９０分（２７℃７５％）
　　生地分割　　　　　　　　２３５ｇごとに分割
　　ベンチタイム　　　　　　２０分
　　生地成形　　　　　　　　分割した生地６個を３斤型にＵ字同方向詰め
　　ホイロ　　　　　　　　　５０分（３８℃８５％）
　　焼成　　　　　　　　　　約３５分（２１０℃）
【００１９】
（実施例２）
　実施例１と同様の手順で、下記配合にてパン生地を調製し、食パンを製造した。得られ
たパン生地は、まとまりがよく作業性に優れていた。また製造された食パンは、大麦の旨
味と食感を有する好ましいものであった。
（配合：質量部）
　　強力粉　　　　　　　　７８
　　大麦粉　　　　　　　　１８
　　小麦グルテン　　　　　　４
　　乳化剤組成物*1　　　　　０．５
　　添加剤*2　　　　　　　　０．１５
　　食塩　　　　　　　　　　２
　　砂糖　　　　　　　　　　６
　　脱脂粉乳　　　　　　　　２
　　生イースト　　　　　　　２．５
　　マーガリン　　　　　　　５
　　水　　　　　　　　　　７５　　　　
（*1）ＵＳＬ（オリエンタル酵母（株））；乳化剤として、ステアロイル乳酸ナトリウム
（ＳＳＬ）を５０質量％含有する。
（*2）Ｃオリエンタルフード（オリエンタル酵母（株））；酸化剤・酵素含有組成物
【００２０】
（試験１）
　下記表１の配合に従って、実施例１と同様の手順で食パンを製造した。製造中の生地の
作業性、及び得られた食パンの食味・食感を、下記基準にて１０人のパネラーによって評
価し、平均点を求めた。結果を表１に示す。
＜生地作業性＞
　３点：適度な生地感で作業性が良い
　２点：生地がややべたつくもしくは硬く、やや作業性が悪い
　１点：生地がべたつくもしくは硬く、作業性が悪い。
＜食味・食感＞
　３点：大麦の旨味と食感がある
　２点：やや大麦の旨味と食感がある
　１点：大麦の旨味と食感が感じられない
【００２１】
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【表１】

【００２２】
（試験２）
　穀粉類の配合を表２のとおり変更した以外は上記表１の配合４に従い、かつ試験１と同
様の手順で食パンを製造して食感を評価した。結果を表２に示す。なお、表２には配合４
の結果を再掲する。
【００２３】

【表２】

【００２４】
（試験３）
　乳化剤の量を表３のとおり変更した以外は上記表１の配合４に従い、かつ試験１と同様
の手順で、食パンを製造して食感を評価した。結果を表３に示す。なお、表３には配合４
の結果を再掲する。
【００２５】
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