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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポテトグラニュール、最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉、非還元糖および油脂類を含む
スティック状生地の焼成品に対し、該焼成品の１５～４０重量％の油脂類を浸透させてな
るスティックポテト菓子であって、前記生地が、ポテトグラニュール７０～９５重量部と
最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉３０～５重量部の合計１００重量部に対し、非還元糖
５～３０重量部および油脂類５～３０重量部を含む、スティックポテト菓子。
【請求項２】
前記生地が、ポテトグラニュール７０～９５重量部と最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉
３０～５重量部の合計１００重量部に対し、非還元糖７～３０重量部、油脂類５～３０重
量部を含む請求項１に記載のスティックポテト菓子。
【請求項３】
非還元糖がトレハロースを含む請求項１に記載のスティックポテト菓子。
【請求項４】
直径が３～１２ｍｍ、長さが４０～１５０ｍｍである請求項１に記載のスティックポテト
菓子。
【請求項５】
中空状の形状を有する請求項１に記載のスティックポテト菓子。
【請求項６】
以下の工程を含む、スティックポテト菓子の製造方法。
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(i) ポテトグラニュール、最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉、非還元糖、油脂類、水を
混合してスティック状に生地を成形する工程、
［当該工程（ｉ）において、前記生地は、ポテトグラニュール７０～９５重量部と最大膨
潤力３０以上の冷水糊化澱粉３０～５重量部の合計１００重量部に対し、非還元糖５～３
０重量部および油脂類５～３０重量部を含む］
(ii) オーブンにて水分が３％以上、２０％以下の時点まで１５０℃以上の高温でスティ
ック状生地を焼成する工程、
(iii) さらに８０℃以上、１５０℃未満で水分０．１％以上、３％未満に乾燥させる工程
、
(iv)焼成品に対し、油脂類（焼成品に対し、上掛け１５～４０重量％）を後添加し、油脂
類を焼成品に浸透させる工程。
【請求項７】
ポテトグラニュール、最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉、非還元糖および油脂類を含む
スティック状生地を焼成させてなるスティックポテト菓子原料であって、前記生地が、ポ
テトグラニュール７０～９５重量部と最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉３０～５重量部
の合計１００重量部に対し、非還元糖５～３０重量部および油脂類５～３０重量部を含む
、スティックポテト菓子原料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規なスティックポテト菓子とその製造方法およびスティックポテト菓子原
料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スティックポテトを製造するのはフライまたはパフィングにより製造するのが一
般的である（特許文献１）。
【０００３】
　しかしながら、フライによるスティックポテトの製造には、フライ時の焦げを防止する
ための減圧フライ装置やまっすぐに焼くための特殊なフライヤーなどの特殊な装置が必要
であり、パフィングによるスティックポテトの製造には、高圧エクストルーダーなどの装
置が必要とされる不具合があった。
【０００４】
　また、スティックポテトをフライにより製造する場合には、油っぽくなる、酸化しやす
い、火ぶくれしやすいなどの問題があり、パフィングや焼成の場合はメイラード反応によ
り焦げやすく、さらに焼成の場合は火ぶくれしやすい、水分が飛散し難く焼成時間を長く
必要としやすい、油脂を添加しても十分浸透せずスナックらしいポテトのおいしさが出に
くいなどの問題があった。
【０００５】
　さらに、原料にポテトフレークやポテトグラニュール等の乾燥ポテトを用いた場合、乾
燥ポテトの乾物臭や苦味が生じ、芋本来の風味が出にくい問題があった。これを解消する
ため生のポテト原料を用いる方法もあるが、原料の保管が面倒なうえ、前処理が必要とな
るためコストや作業性の面において不利であった。
【特許文献１】特開平６－６２７８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記欠点を改良し、特殊な原料や設備が必要でなく、乾燥ポテトを用いながら
、フライせずに芋本来の風味が味わえる新規なスティックポテト菓子及びスティックポテ
ト菓子原料を提供することを目的とする。
【０００７】
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　また、従来の焼成ポテトスナックと比較して、焦げや火ぶくれが少なく、油脂を後添加
しても十分に油脂が浸透するため、十分なおいしさを出すことができるスティックポテト
菓子の製法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、以下のスティックポテト菓子とその製造方法に関する。
１．　ポテトグラニュール、最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉、非還元糖および油脂類
を含むスティック状生地の焼成品に対し、該焼成品の１５～４０重量％の油脂類を浸透さ
せてなるスティックポテト菓子。
２．　前記生地が、ポテトグラニュール７０～９５重量部と最大膨潤力３０以上の冷水糊
化澱粉３０～５重量部の合計１００重量部に対し、非還元糖５～３０重量部、油脂類５～
３０重量部を含む項１に記載のスティックポテト菓子。
３．　前記生地が、ポテトグラニュール７０～９５重量部と最大膨潤力３０以上の冷水糊
化澱粉３０～５重量部の合計１００重量部に対し、非還元糖７～３０重量部、油脂類５～
３０重量部を含む項１または２に記載のスティックポテト菓子。
４．　非還元糖がトレハロースである項１～３のいずれかに記載のスティックポテト菓子
。
５．　直径が３～１２ｍｍ、長さが４０～１５０ｍｍである項１～４のいずれかに記載の
スティックポテト菓子。
６．　中空状の形状を有する項１～５のいずれかに記載のスティックポテト菓子。
７．　以下の工程を含む、スティックポテト菓子の製造方法。
(i) ポテトグラニュール、最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉、非還元糖、油脂類、水を
混合してスティック状に生地を成形する工程、
(ii) オーブンにて水分が３％以上、２０％以下の時点まで１５０℃以上の高温でスティ
ック状生地を焼成する工程、
(iii) さらに８０℃以上、１５０℃未満で水分０．１％以上、３％未満に乾燥させる工程
、
(iv)焼成品に対し、油脂類（焼成品に対し、上掛け１５～４０重量％）を後添加し、油脂
類を焼成品に浸透させる工程。
８．　ポテトグラニュール、最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉、非還元糖および油脂類
を含むスティック状生地を焼成させてなるスティックポテト菓子原料。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により製造したスティックポテトは、ポテトフレークと比較して糊化度の低い乾
燥ポテトであるポテトグラニュールと、膨潤力の大きい冷水糊化澱粉、および非還元糖と
油脂との組み合わせにより初めて可能となるものであり、焼成時に速やかに水分が飛散し
、スティックが膨化してポーラスになる。
【００１０】
　この膨化により、多くの油脂を焼成後に浸透させることが可能となった。
【００１１】
　従来のフライ製法では油脂を高温で加熱するためにフライ中に油脂が劣化するが、本発
明においては、焼成後に油脂をフライと比較して低温で添加するために油脂の劣化が少な
く、製品としての品質の向上、保存性の向上が図れる効果がある。
【００１２】
　ポテト菓子のおいしさを引き出すためには油脂の添加は必須であり、焼成ポテト（フラ
イやパフィングでない）にフライと同程度の油脂がスムーズに浸透する製造方法は、本発
明によりはじめて実現された。
【００１３】
　また非還元糖と油脂を混合生地に含むことにより、火ぶくれを生じることなく生地中の
水分をスムーズに飛散し、生産性を高めながら焦げによる風味変化を低減することが可能
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となった。
【００１４】
　本発明により、従来の焼成ポテトスナックと比較して、乾燥ポテトを用いながらも芋本
来の風味が味わえて、油脂を後添加してもスムーズに油脂が浸透するため、十分なおいし
さを出すことができ、さらに大量生産や加工に適した火ぶくれの少ない新規なスティック
ポテト菓子を、特別な原料、装置、及び複雑な工程を必要とすることなく提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明のスティックポテト菓子に使用されるポテトグラニュールは、ポテトの加工品と
して一般的に流通しているものを使用することができる。ポテトグラニュールとしては、
例えば細胞が破裂せずに細粉化できる含水量（３５～４５％）となるまで蒸煮ポテトに一
旦十分に乾燥したポテトグラニュールを戻し、混ぜて（この際モノグリセライド等による
フリーアミロースの固定化手段も併用してよい）細胞が破裂しないように砕き、再び結着
して塊とならないような方式で乾燥することにより得られるものを使用できる。
【００１６】
　本発明でいうポテトグラニュールの製造方法は当業界で周知であり、例えば”Potato P
rocessing”(ポテト加工処理),4th Edition,Eds.W.S.Talburt and O.Smith,AVI,USA,1987
に記載されている。
【００１７】
　他に一般的に流通している乾燥ポテト原料であるポテトフレークにおいても、本発明の
目的を阻害しない範囲において使用することは可能であるが、使用量が多い場合、混合生
地の粘弾性が高く、成形が困難となりやすいうえ、水分の飛散が低下し焼成時間が長くな
りやすい。
【００１８】
　冷水糊化澱粉は、常温の水と混合した際に糊状となる澱粉であり、最大膨潤力３０以上
の澱粉類（例えばα化馬鈴薯澱粉、α化タピオカ澱粉）が好ましく、必要に応じて１種、
又は２種以上を選択して用いることができる。本発明でいう冷水糊化澱粉の「澱粉」とは
物質として１００％純粋な澱粉だけでなく、約２０重量％以下、好ましくは１０重量％以
下、さらに好ましくは５重量％以下、最も好ましくは１重量％以下の不純物を含んでいて
もよく、澱粉を分離する前の穀粉、芋類まで広く包含する。冷水糊化澱粉としては、最大
膨潤力が３０以上であればその種類に特に制限はない。例えばトウモロコシ澱粉、馬鈴薯
澱粉、甘藷澱粉、タピオカ澱粉、米澱粉および小麦澱粉（これらの加工澱粉を含む）が挙
げられるが、一般に膨潤力の高い馬鈴薯澱粉、タピオカ澱粉においても架橋などの加工処
理を行うと膨潤力が低下することがあるため注意を要する。冷水糊化澱粉の製造方法は当
業界で周知であり、通常の澱粉類や穀粉は常温の水と混合しても糊状とならず、これらを
水と合わせてから加熱、或いはエクストルーダーで加圧加熱処理を行い糊状とし、その後
スプレードライやドラムドライ等の方法を用いて乾燥することにより得られる。
【００１９】
　本発明でいう「最大膨潤力」とは1ｇの澱粉粒が加熱時に吸収した水のグラム数を言う
。最大膨潤力の測定方法は、文献LEACH, H.W., McCOWEN ,L.D., and SCHOCH,T.J.  Struc
ture of the starch granule. I. Swelling and solubility patterns of various starc
hes. Cereal Chem.36:534-544(1959)に記載の方法に基づく。本発明の好ましい冷水糊化
澱粉は、馬鈴薯澱粉、タピオカ澱粉などの冷水糊化澱粉であり、最大膨潤力が３０以上、
好ましくは５０以上のものをいう。
【００２０】
  最大膨潤力が３０未満の冷水糊化澱粉の場合、焼成後の膨化が小さく、一般に釜落ちと
言われる焼成後の萎みが見られ、食感や見た目の低下と共に、焼成後に添加する油脂量の
浸透度が低くなりやすい。
【００２１】
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　本発明でいう非還元糖とは、遊離のアルデヒド基やケトン基を持たず、還元性を示さな
い糖類であり、還元基同士の結合したトレハロース型少糖類、糖類の還元基と非糖類が結
合した配糖体、及び糖類に水素添加して還元した糖アルコールに分類され、何れも本発明
において好適に用いることができる。本発明でいう非還元糖とは、物質として１００％純
粋な非還元糖だけでなく、約１０重量％以下、好ましくは５重量％以下、さらに好ましく
は１重量％以下の不純物を含んでいてもよく、ＤＥ３０以下の水飴やデキストリン等の澱
粉分解物も含まれる。これら非還元糖を必要に応じて１種、又は２種以上を選択して用い
ることができる。非還元糖を加えることで、焦げ、火ぶくれを防止でき、水分の飛散も良
好になる。
【００２２】
　前記トレハロース型少糖類としては、例えば、シュークロース、トレハロース等が挙げ
られる。前記配糖体としては、例えば、アルキル配糖体、フェノール配糖体、カラシ油配
糖体等が挙げられる。前記糖アルコールとしては、例えば、Ｄ，Ｌ－アラビット、リビッ
ト、キシリット、Ｄ，Ｌ－ソルビット、Ｄ，Ｌ－マンニット、Ｄ，Ｌ－イジット、Ｄ，Ｌ
－タリット、ズリシット、アロズルシット等が挙げられる。更に、二糖類のマルトースに
水素添加したマルチトール、オリゴ糖の水素添加で得られる還元体（還元水あめ）等が好
適に挙げられる。これらの非還元糖の中でも、糖アルコールは多量摂取により一過性の下
痢を起こしやすいことが知られており、トレハロース型少糖類が好ましく、さらにシュー
クロースは甘味が高く芋の風味と合いにくく、トレハロースがより好ましい。
【００２３】
　デキストリンは、自体公知の方法により、デンプン（例、トウモロコシ澱粉、馬鈴薯澱
粉、甘藷澱粉、タピオカ澱粉、米澱粉および小麦澱粉等）の酸、アルカリまたは酵素分解
することによって得ることができ、例えばＴＫ１６（商品名）（松谷化学工業）等の市販
品を用いても良い。本発明でいうデキストリンは、ＤＥ３０以下、好ましくはＤＥ２０以
下のものが好適に用いられる。ＤＥとは澱粉の加水分解を示す指標であり、デキストロー
ス・イクイバレント（dextrose equivalent）を意味する。ＤＥは次式：「ＤＥ＝直接還
元糖（グルコースとして表示）／固形分×１００」によって求められる。
【００２４】
　還元糖やＤＥ３０を超えるデキストリンの場合、メイラード反応により褐変しやすく、
焦げ臭や苦味が生じ芋本来の風味が出にくい。
【００２５】
　混合生地に使用される油脂類とは、例えばショートニング、マーガリン、バター、ラー
ド、サラダオイル、コーン油、粉末油脂等、各種植物性、及び/又は動物性の油脂が広く
包含され、得られた焼菓子の風味や口溶けを向上するために必要に応じて１種、又は２種
以上を選択して用いることができる。
【００２６】
　なお、焼成品に適用される油脂類にも特に制限はないが、植物油脂が好ましく使用でき
る。例えば、代表的にはパーム油、ナタネ油、コーン油、米油等（これらの加工油脂を含
む）が挙げられ、必要に応じて１種、又は２種以上を選択して用いることができる。
【００２７】
　前述の原料の他に、焼菓子に風味を付与するため、任意の食品原料を必要に応じて１種
、又は２種以上を選択して用いることができる。任意の食品原料とは、例えばピーナッツ
、アーモンド、マカダミアナッツ、カシューナッツ、栗等の種実類、アズキ、えんどう豆
、大豆等の豆類、エビ、カニ、鮭、ホタテ、タラコ等の魚介類、ソーセージ、ハム、ベー
コン、ミンチ肉等の畜産物類、生卵、卵白、卵黄等の卵類、牛乳、生クリーム、練乳、全
粉乳、脱脂粉乳、チーズ、ヨーグルト等の乳類、ニンジン、トマト、オニオン等の野菜類
、イチゴ、オレンジ、レーズン、リンゴ、キウイ、パイナップル、梅、バナナ等の果実類
、しいたけ、マッシュルーム等のきのこ類、青海苔、昆布、わかめ等の藻類、コーヒー、
紅茶、ココア、ビール、ワイン等の嗜好飲料類、食塩、コンソメ、醤油、ソース、カレー
粉、こしょう、シナモン等の調味料香辛料類等の生、乾燥品、ペースト、ピューレ、粉末
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等の形態を問わず、広く食品素材を指す。
【００２８】
  また食感や物性、風味、外観の調整等の目的から、各種食品添加物を使用することにも
特に制限はない。例えば乳化剤を用いて混合生地の物性改善や食感をソフトにしたり、強
化剤を用いて栄養強化したり、目的の色とするため着色料を使用したりできる。
【００２９】
　混合生地のポテトグラニュールと冷水糊化澱粉は、ポテトグラニュール：７０～９５重
量部と冷水糊化澱粉：３０～５重量部、好ましくは８０～９０重量部と冷水糊化澱粉：２
０～１０重量部（合計１００重量部）の割合で配合するのが好ましい。このような比率で
あれば、焼成品の食感がよく、水分の飛散、生地のまとまり、成形性もよい。冷水糊化澱
粉が少なすぎると生地のつながりが悪く、ドウの成形性が悪い上、焼成後のスティックが
折れやすくなり、冷水糊化澱粉が多すぎると、相対的にポテトの配合比が減少するためポ
テト感が弱くなり、生地の粘弾性が高く成形性が悪くなり、焼成時の水分の飛散が悪く長
時間必要となり、火ぶくれも生じやすい。
【００３０】
　ポテトグラニュールと冷水糊化澱粉の合計１００重量部に対し、非還元糖、油脂類は、
以下の比率で配合することができる。
非還元糖５～３２重量部、好ましくは７～３０重量部；油脂類５～３０重量部。
【００３１】
　非還元糖の比率が高すぎると甘みが強く食感も硬くガラス質になり、非還元糖の比率が
低すぎると火ぶくれが生じやすく焼成時の水分の飛散が低下しやすい。
【００３２】
　油脂類の比率は、高すぎると焼成後に脆く、低すぎるとポテトの乾燥臭が生じやすく水
分の飛散が低下しやすい。
【００３３】
　次に、ポテトスティックの製造法について説明する。
工程(i)：ポテトグラニュール、冷水糊化澱粉、非還元糖、油脂類、水および、必要に応
じてさらに呈味原料と混合してスティック状に生地を成形する。
【００３４】
　具体的には、ポテトグラニュール、冷水糊化澱粉、非還元糖および油脂類を、例えば上
記の比率で配合し、水および必要に応じて呈味原料を加えて混合し、常法に従い、例えば
一軸または二軸エクストルーダーなどを使用してスティック状に成形することができる。
水は、ポテトグラニュールと冷水糊化澱粉の合計１００重量部に対し、５０～３００重量
部、好ましくは１００～２００重量部使用することができる。
【００３５】
  水が多すぎると、混合生地がべたつき成形後のハンドリングが悪く、水分の飛散のため
焼成時間が長くなり、少なすぎると、混合生地のまとまりが悪く成形が困難となりやすい
。
工程(ii) オーブンにて水分が３％以上、２０％以下の時点まで１５０℃以上の高温でス
ティック状生地を焼成する工程、
　焼成温度は、１５０℃以上、４００℃以下程度が好ましい。オーブンは連続オーブン、
バッチオーブンのいずれでもよく、例えば熱源としてはガスオーブン、電気オーブン等、
方式としてはダイレクトオーブン、インダイレクトオーブン、コンベクションオーブン等
、当業者に周知のオーブンで特に制限はない。焼成温度が１５０℃より低いと焼成に長時
間を必要とし、４００℃を越える温度だと表面の焦げや褐変が生じやすい。また１５０℃
以上の高温でスティック状の成形生地を、水分３％未満となるまで焼き切ると、褐変しポ
テトの渋味、苦味が生じやすい。
工程(iii) さらに８０℃以上、１５０℃未満で水分０．１～３％に乾燥させる工程、
　焦げや褐変によるポテトの渋味、苦味を防ぐため、強く褐変しないまま水分３％まで低
下することが難しい場合等、１５０℃以上での焼成工程の後に該焼成品を８０℃以上、１
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５０℃未満、好ましくは１００℃以上、１３０℃未満で乾燥させる乾燥工程をさらに行い
、その後油脂類を適用する工程を行うことが好ましい。乾燥は、熱風乾燥機のほか、高周
波乾燥機等、当業者に周知の任意の方法を用いることができる。例えばバッチオーブンに
よる焼成（２２０℃）ではわずかに色が付く程度（水分１０％）に留め、熱風乾燥機（１
０５℃）で水分０．４％に仕上げをするのが好ましい。また連続オーブン等では、温度カ
ーブや対流ファンを適宜使用して、褐変に伴うポテトの渋み、苦みが生じないように制御
して焼成し、焼成工程において乾燥を合わせて行ってもよい。最終焼成（乾燥）品の水分
値が高すぎる場合、目的とするスナックらしい食感が得られず、またチェッキングと呼ば
れる焼成後数時間～数日後の強度の低下や焼成品の割れが生じやすい。水分の測定は、当
業者に周知の方法を用いてよく、例えば乾燥減量法である赤外線水分計を用いた簡易水分
測定法等でよい。
【００３６】
　得られたスティックポテトの形状に特に制限はないが、直径が３～１２ｍｍ、長さが３
０～１５０ｍｍが好ましく、直径が４～８ｍｍ、長さが１００～１３０ｍｍがより好まし
い。また二重ノズルから押出し成形することによって得られる、中空形状であってもよい
。直径が細すぎると折れやすく、太すぎると水分が飛散しにくい。長さが短すぎるとステ
ィックの手で持って食べる食べやすさ、楽しさが弱まり、長すぎると包装工程や輸送時に
折れやすい。スティック形状とすることで、通常のチップス形状と異なり、手で持ちやす
い、また食す際にボロボロこぼれることがない等食べやすいうえ、スティック独特の食感
が楽しめる。
工程(iv) 油脂類を焼成品に対し、油脂類（焼成品に対し、上掛け１５～４０重量％）お
よび必要に応じて呈味原料を後添加し、油脂類を焼成品に浸透させる工程、
　焼成品に適用される油脂類の量は、スティック状生地を焼成し、必要に応じてさらに乾
燥した焼成品１００重量部当たり、１５～４０重量部、好ましくは２０～３５重量部であ
る。油脂類が多すぎるとしつこさが増し、少なすぎるとポテト感が低下し、乾物臭も残り
やすい。油脂類をスムーズに浸透させるため、オーブンや乾燥工程を経た直後の、焼成品
の温度が高い時に行うのが効率的であり、油脂類の温度も、例えば４０～９０℃に温めて
から使用するのが好ましい。油脂類の添加は、例えばスプレー方式等、当業者に周知の方
法で特に制限はない。本発明の焼成品は、吸油量が多いにもかかわらず、油脂類の浸透が
スムーズに行われる。油脂類の浸透が困難な場合、前述の風味上の不具合の他に、焼成品
表面に油脂が浮いて手で持った際べたつくうえ、搬送時の滑りが悪い等により包装工程等
においても支障をきたすことが多い。
【実施例】
【００３７】
　以下、本発明を実施例を用いてより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定さ
れない。
実施例において、「部」は「重量部」を意味する。
【００３８】
　また、表１～表３の配合比（重量部）は、ポテトグラニュールと最大膨潤力３０以上の
冷水糊化澱粉の合計１００重量部に対する割合であり、例えばポテトグラニュールと最大
膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉の合計１００重量部に対し３０重量部の非還元糖（各種澱
粉、トレハロース、マルチトール、デキストリンなど）ないし油脂類（ショートニングな
ど）を使用した場合には、３０部と表示する。
実施例１：冷水糊化澱粉の検討
　ポテトグラニュール（１００～５５部）、冷水糊化澱粉（０～４５部）(但し、ポテト
グラニュールと冷水糊化澱粉の合計は１００部)、トレハロース２０部、ショートニング
１０部、チェダーチーズパウダー５部を混合後、水を加えてさらに混合してドウを得、こ
れを二軸エクストルーダーで押し出して、ポテトスティック成形生地を得た。これをバッ
チオーブン（２２０℃）で焼成し、熱風乾燥機（１０５℃）で水分０．４％まで乾燥した
後、オイルコート（焼成品１００部に対して植物油脂３５部、食塩１．１部、グルタミン
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酸ナトリウム０．３部）した。
【００３９】
　得られたポテトスティック製品について、成形性、食感、風味、形状を４段階で総合的
に評価した。結果を表１に示す。
Ａ：非常に良好、Ｂ：ほぼ良好、Ｃ：やや劣る、Ｄ：大きく劣る
【００４０】
【表１】

【００４１】
　αタピオカ澱粉、α馬鈴薯澱粉、αワキシーコーン澱粉に関しては５％～３０％におい
て良好な結果が得られた。５％未満では、生地のつながりが悪く、ドウの成形性が悪いう
え、焼成後のスティックが折れやすくなる傾向があった。また、３０％を超えると、相対
的にポテトの配合比が減少するためポテト感が弱くなり、生地の粘弾性が高く成形性が悪
くなり、焼成時の水分の飛散が悪く水分の低下に長時間必要となり、火ぶくれも生じやす
かった。また最大膨潤力２５のα架橋ワキシーコーン澱粉では、焼成後の膨化や形状、食
感がやや悪かった。
実施例２：糖の検討
配合：ポテトグラニュール８５部、α馬鈴薯澱粉１５部、糖０～４５部、ショートニング
１０部、チェダーチーズパウダー５部
　実施例１と同様にしてポテトスティック成形生地を焼成、乾燥後、オイルコートして、
ポテトスティック製品を得た。得られた製品について、水分の飛散、食感、風味、褐変程
度を４段階で総合的に評価した。結果を表２に示す。
Ａ：非常に良好、Ｂ：ほぼ良好、Ｃ：やや劣る、Ｄ：大きく劣る
【００４２】
【表２】

【００４３】
　トレハロース、マルチトール、ＴＫ１６（ＤＥ１６のデキストリン）に関しては５～３
０％において良好な結果が得られた。５％未満では水分の飛散が悪く、３０％を超えると
甘みが強くなり、ポテト感が減少する傾向があった。
【００４４】
　還元糖であるマルトースは５～３０重量%で水抜けはよかったものの、褐変が起こりや
すく、焦げたポテトの風味となった。
実施例３：練りこみ油脂（ショートニング）の配合比検討
配合：ポテトグラニュール８５部、α馬鈴薯澱粉１５部、トレハロース２０部、ショート
ニング０～４０部、チェダーチーズパウダー５部
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　実施例１と同様にしてポテトスティック成形生地を焼成、乾燥後、オイルコートして、
ポテトスティック製品を得た。得られた製品について、水分の飛散、食感、風味、折れ強
度を４段階で総合的に評価した。結果を表３に示す。
Ａ：非常に良好、Ｂ：ほぼ良好、Ｃ：やや劣る、Ｄ：大きく劣る
【００４５】
【表３】

【００４６】
　練りこみ油脂（ショートニング）に関しては５～３０％で良好な結果が得られた。５％
未満では水分の飛散や口溶けが悪く乾物臭が生じ、３０％を超えると焼成後に変形しやす
く、折れやすくなった。
実施例４および比較例１：製品官能評価結果
　ポテトグラニュール８５部、α馬鈴薯澱粉１５部、トレハロース２０部、ショートニン
グ１０部、チェダーチースパウダー５部を混合後、水を加えてさらに混合してドウを得、
これを二軸エクストルーダーで押し出して、ポテトスティック成形生地を得た。これをバ
ッチオーブン（２２０℃）で焼成し、熱風乾燥機（１０５℃）で水分０．４％まで乾燥し
た後、オイルコート（焼成品１００部に対して植物油脂３５部、食塩１．１部、グルタミ
ン酸ナトリウム０．３部）した。比較例１は、市販のスティックポテト製品（生ポテト使
用）を使用した。実施例４と比較例１のスティックポテトについて、以下の項目で官能評
価を行った結果を表４に示す。
官能評価・・・パネラー５人による試食評価（５点を最高点とした平均点）
　
　
【００４７】
【表４】

【００４８】
評価項目は以下の通りである：
５：非常に優れている
４：優れている
３：普通である
２：やや劣っている
１：大きく劣っている
　比較例１のスティックポテトよりも実施例４のスティックポテト方が、食感が軽く、さ
くさくと食べやすかった。
【００４９】
　比較例１のスティックポテトよりも実施例４のスティックポテト方が、ポテトの風味が
強く感じられた
実施例５：トレハロースの配合量の検討
　実施例２で最も良好な評価を得たトレハロースについて、さらに詳細に配合量の評価を
行った。
【００５０】
　具体的には、ポテトグラニュール８５部、α馬鈴薯澱粉１５部、ショートニング１０部
に対し、トレハロースを各々0，3，5，7，10，20，28，30，32部、チェダーチーズパウダ
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Ａ：非常に良好、Ｂ：ほぼ良好、Ｃ：やや劣る、Ｄ：大きく劣る
　結果を表５に示す。
【００５１】
【表５】

【００５２】
　トレハロース5重量部前後で、食感、風味、形状が大きく変化し、トレハロース7重量部
以上が特に好ましい。また、トレハロース30重量部前後でもポテト風味が大きく変化し、
トレハロース30重量部以下が望ましいことが明らかになった。上記の結果から、ポテトグ
ラニュール７０～９５重量部と最大膨潤力３０以上の冷水糊化澱粉３０～５重量部の合計
１００重量部に対し、トレハロースを５～３２重量部、特に7～30重量部使用するのが望
ましいことが明らかになった。
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