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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
中種法によるパン類の製造方法において、本捏工程に(1)～(2)の手順を含み、可塑性油脂
混合物の混合後に、さらに食塩0.3重量部以上を混合する、パン類の製造方法。
(1)中種に対し、穀粉類、イースト、水及び、食塩を穀粉100重量部当たり0.3重量部以下
、を混合する工程
(2)食用油脂類、卵黄及び糖類を含有する可塑性油脂混合物を混合する工程
【請求項２】
可塑性油脂混合物の比容積が1.1～1.7cm3/gである、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
可塑性油脂混合物が食塩0.3重量部以上を含む、請求項１ないし２いずれか1項に記載の製
造方法。
【請求項４】
可塑性油脂混合物の混合後に、さらに穀粉100重量部あたり5～40重量部の水を混合する、
請求項１ないし３いずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
加水量の合計が、穀粉100重量部あたり55～90重量部である、請求項４に記載の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、きめ細かくソフトで口溶けが良好であり、さらにしっとり・もちもちした食感
も兼ね備え、特に冷蔵や冷凍温度域でもこれらの特性を有するパン類の製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
消費者がパン類に求める品質は多様化しているが、その中でも、ソフトな食感に関するニ
ーズは大きい。特許文献１においては、特定固体脂含量の油脂を含み、比重0.4－0.7g/ml
とした製パン用水中油型油脂組成物を用いることで、ソフトで歯切れと口ごなれの良好な
パン類が得られるとの記載がある。特許文献２は、パン生地をブレークダウン状態まで混
捏して得られる、ソフトでしとりが感じられるケーキ様食感のパンに関する出願であるが
、「麩切れ」段階を越えた生地はベタついて弾力を失い、成形方法やパンの形状が制限さ
れてしまう。
【０００３】
また近年は夏場に冷やしてさっぱりと食べられる菓子パンなど、冷蔵・冷凍温度域におい
てもソフトで口溶けの良いパンが求められる場面が増加している。特許文献３においては
、油脂を対粉１５重量％以上添加し内相の平均細孔径と破断応力を特定範囲とすることで
、冷凍状態でさっくりと食べやすいパンを提供できるとの記載がある。
【０００４】
一方、しっとり・もちもちした食感に関するニーズも大きいが、口中での「ひき」や「も
たつき」を伴わず、口溶け良好で且つ冷蔵・冷凍温度域においてもこのような食感を有す
るパンを製造することは困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2011-200191号公報
【特許文献２】特開2010-246456号公報
【特許文献３】特開2000-125750号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明はきめ細かく、ソフトで口溶けの良好なパン類、さらにしっとり・もちもちした食
感を付与することも可能で、かつ、冷蔵・冷凍温度域でもこれらの特性を有するパン類を
提供することを課題とする。　
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は上記課題を解決するため検討を行い、まず、中種法によるパンの製造法におい
て、中種に対し、練り込み用の可塑性油脂に卵黄を加え起泡させて混合し、同時に食塩の
添加時期および方法を調整することで、きわめてソフトで口溶けの良好なパンが得られる
ことを見出した。さらに本捏工程の最終段階で加水することで、ソフトさを維持したまま
しっとり・もちもち食感を付与可能であること、かつ、これらの特徴は冷蔵・冷凍温度で
も発揮されることを見出し、本発明を完成させた。
【０００８】
すなわち、本発明は
(1)中種法によるパン類の製造方法において本捏工程に以下の手順を含むことを特徴とす
る、パン類の製造方法、
　1．中種に対し、穀粉類、イースト、水及び、食塩を穀粉100重量部当たり0.3重量部以
下、を混合する工程
　2．食用油脂類、卵黄及び糖類を含有する可塑性油脂混合物を混合する工程
(2)可塑性油脂混合物の比容積が1.1～1.7cm3/gである、(1)に記載の製造方法、
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(3)可塑性油脂混合物が食塩0.3重量部以上を含む、(1)ないし(2)に記載の製造方法、
(4)可塑性油脂混合物の混合後にさらに食塩0.3重量部以上を混合する、(1)ないし(3)に記
載の製造方法、
(5)可塑性油脂混合物の混合後にさらに穀粉100重量部あたり5～40重量部の水を混合する
、(1)ないし(4)に記載の製造方法、
(6)加水量の合計が穀粉100重量部あたり55～90重量部である、(5)に記載の製造方法、で
ある。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、きめ細かくソフトで口溶けが良好であり、さらにしっとり・もちもちし
た食感も兼ね備え、特に冷蔵や冷凍温度域でもこれらの特性を有するパン類の製造方法を
提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（パン類）　
本発明のパン類とは、小麦粉などの穀粉類、イースト、食塩及び水を主原料とし、糖類、
乳製品、卵製品、食用油脂類などの副原料を添加し、混捏した生地を発酵、成形し、焼成
、蒸し、フライ等の加熱により製造されるものを指し、菓子パン、食パン、テーブルロー
ル、フランスパン、クロワッサン、デニッシュペストリー、イーストドーナツに例示され
る。
【００１１】
（中種法）
本発明のパン類は中種法により製造する。すなわちまず、穀粉、イースト、水を主とする
中種原材料を混合し、２～４時間醗酵して中種を得る。糖を配合した加糖中種とすること
もできる。中種原材料としてはこれらの他にイーストフード、卵などを適宜用いることが
できる。また、一般的な製法と同様、中種には食塩を配合しない。
【００１２】
（本捏工程）
通常公知の方法においては、中種に穀粉、食塩、糖類、脱脂粉乳、水などの本捏原材料を
混合、ミキシングし、さらに食用油脂類を混合して本捏生地を得るが、本発明においては
以下の手順で本捏工程を行う。
　(1)中種に対し、穀粉類、イースト、水及び、食塩を穀粉100重量部当たり0.3重量部以
下、を混合する
　(2)食用油脂類、卵黄及び糖類を含有する可塑性油脂混合物を混合する
まず中種に対し、少なくとも穀粉類、イースト、水を加える。脱脂粉乳はここで加える。
なお、この段階での食塩の混合量は、穀粉類100重量部に対し0.3重量部以下とする必要が
ある。望ましくはここで一度に、あるいは数回に分けてミキシングする。続いて、食用油
脂類、卵黄及び糖類を含有する可塑性油脂混合物を一度に、あるいは数回に分けて混合す
る。この可塑性油脂混合物には、穀粉類100重量部に対し0.3重量部以上の食塩を含有させ
ることができる。
【００１３】
また本発明においては、可塑性油脂混合物の混合後に、さらに加水（バシナージュ／bass
inage、差し水）することにより、ソフトで良好な口溶けと、しっとりモチモチした食感
を兼ね備えたパン類が得られる。この特徴のある食感は冷蔵、冷凍温度域においても発揮
され、例えば夏場の朝食、軽食としても極めて食べやすいパン類を提供することができる
。また、本発明により調製した生地は冷凍し、都度解凍、焼成することも可能である。こ
こでの加水量は穀粉100重量部あたり5～40重量部、より好ましくは10～35重量部が例示さ
れる。また本発明の製造方法を用いた場合、全工程での加水量の合計（中種、本捏工程で
の加水量、可塑性油脂混合後の加水（バシナージュ）の合計量）を、穀粉100重量部あた
り55～90重量部、好ましくは60～80重量部とすることが望ましい。
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【００１４】
（食塩）
食塩は通常のパン類と同様、穀粉100重量部に対して0.8～2重量部程度を配合する。なお
、ここでの食塩とは、通常一般のベーカリー配合において単独の原材料として添加される
食塩のことを示し、マーガリン等の原材料に予め含まれる食塩分とは別に算出して配合す
るものをいう。ここで本発明においては、本捏工程の開始段階において、中種に対し穀粉
類、イースト、水とともに添加する食塩を穀粉100重量部あたり0.3重量部以下とすること
を特徴とする。残りの食塩の添加方法としては、以下のいずれかの方法が例示できる。
　(a)全量を、可塑性油脂混合物に混合して加える
　(b)一部を可塑性油脂混合物に混合して加え、残りをその後から加える
　(c)全量を、可塑性油脂混合物の混合後に加える
ここで、可塑性油脂混合物の混合より後から添加する食塩の量を0.3重量部以上、好まし
くは0.5重量部以上とすることで、よりソフトで口溶けの良いパン類が得られやすくなる
。ただし配合によっては生地作業性が低下する場合があるため、添加時期や量は適宜調整
することができる。
【００１５】
（可塑性油脂混合物）
本発明の可塑性油脂混合物とは、食用油脂類、卵黄及び糖類を含有する組成物である。本
発明においては、配合する可塑性油脂の全量ないしは一部を、少なくとも卵黄と糖類を加
えクリーミングした状態で中種に混合する。この可塑性油脂混合物中には他にも食塩、粉
乳類などを適宜加えることができ、混合工程にはミキサー、ビーター、ホイッパー、フー
ドプロセッサー、へら、泡立て器などを適宜用いることができる。均一に混合するだけで
も良いが、ホイッパー、泡立て器などを用いて起泡させることで、きめ細かい内相の形成
に寄与し、よりソフトな食感のパン類を得ることができる。ここでの起泡させた可塑性油
脂混合物の比容積は配合比により異なるが、好ましくは1.1～1.7cm3/ｇ、より好ましくは
1.1～1.5cm3/ｇとすることが望ましい。これより小さいと、内相のきめ細かさとソフトな
食感が得られにくくなる場合がある。一方、卵黄の割合を増やすことで更に比容積を上げ
ることもできるが、あまり大きいと生地への混合が困難となる場合がある。
【００１６】
（食用油脂類）
本発明の可塑性油脂混合物に配合する食用油脂類としては、ショートニング、マーガリン
、バター、コンパウンドマーガリン、ファットスプレッド、各種製パン練り込み用油脂組
成物に例示される可塑性油脂類を使用することができる。これらの可塑性油脂類の原料と
しては、大豆油、綿実油、コーン油、サフラワー油、オリーブ油、パーム油、菜種油、米
ぬか油、ゴマ油、カポック油、ヤシ油、パーム核油、乳脂、ラード、魚油、鯨油等の各種
の動植物油脂及びそれらの硬化油、分別油、エステル交換油等の加工油脂が例示できる。
また、本発明においては、前記可塑性油脂に加えて、液体ショートニングなどの流動性油
脂類、各種乳化油脂類など、通常公知のパン類製造に用いられる食用油脂類を必要に応じ
て使用することができる。食用油脂類の配合全量は穀粉100重量部あたり5重量部以上、よ
り好ましくは10重量部以上することで、しっとりしたソフトな食感が得られやすくなる。
【００１７】
（卵黄）
可塑性油脂混合物に配合する卵黄とは鶏卵の卵黄成分を含むことを意味し、卵黄ないしは
全卵を配合することができる。液状の卵黄、液状の全卵の他にも、加糖卵、冷凍卵、加糖
卵、乾燥卵等をいずれも使用することができ、可塑性油脂100重量部あたり生卵黄換算で3
0～200重量部の配合が例示できる。またこれとは別途、中種にも全卵ないし卵黄を適宜配
合することができる。
【００１８】
（糖類）
本発明においては通常のパン類に用いられる糖類を何れも用いることができ、砂糖、グラ
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ニュー糖、三温糖、黒糖、オリゴ糖、果糖、麦芽糖、ブドウ糖、果糖、乳糖、液糖、水飴
などから選択される１種類、あるいは２種類以上を適宜組み合わせて用いることができ、
穀粉100重量部あたり3～35重量部の配合が例示できる。本発明における糖類の配合は、ま
ず中種生地に5～15部程度加え（加糖中種法）、本捏工程でさらに可塑性油脂混合物に配
合して加える方法が好ましい。これにより、作業性を維持したまま多くの糖類を配合する
ことができ、しっとりソフトなパンが得られやすくなる。
【００１９】
（穀粉）
穀粉類としては、通常のパン類の製造と同様、強力粉、薄力粉、中力粉などの小麦粉類の
他、ライ麦粉、全粒粉、米粉などの穀物の粉や各種澱粉、加工澱粉類から選ばれる１種類
、あるいは２種類以上を適宜組み合わせて用いることができる。
【００２０】
（イースト）
イースト（パン酵母）は通常一般のパン類製造に用いられる生イースト、ドライイースト
などのイースト類を何れも用いることができる。耐糖性の強い酵母菌株を用いてもよい。
【００２１】
前述の他にも、イーストフード、牛乳、脱脂粉乳、全脂粉乳など、通常のパン類製造に用
いられる原材料を、本発明の効果を妨げない範囲で何れも使用することができる。
【００２２】
本発明の実施態様としては以下が例示される。まず、小麦粉、イースト、水を含む中種原
材料を常法に従いミキシングし、発酵し中種を得る。次いで、中種に対し穀粉類、イース
ト、水、必要に応じ脱脂粉乳を混合する。食塩を加える場合は穀粉100重量部当たり0.3重
量部以下とする。さらに、食用油脂類、卵黄及び砂糖を含有する可塑性油脂混合物、より
好ましくは起泡させて比容積1.1～1.7cm3/ｇとした可塑性油脂混合物を混合する。食塩は
可塑性油脂混合物に配合して添加することも、可塑性油脂混合物混合後に添加することも
、これらを併用することもできる。さらにこの後に加水（バシナージュ）することで、も
ちもち食感が得られる。すべての原材料を混合して得られた本捏生地を常法に従い発酵、
分割、ベンチタイム、成形、ホイロの後、焼成することにより、きめ細かく、ソフトで口
溶けの良好なパン類、さらにしっとり・もちもちした食感を付与することも可能で、かつ
、冷蔵・冷凍温度域でもこれらの特性を有するパン類を製造することができる。
【実施例】
【００２３】
以下に本発明の実施例を示し、本発明をより詳細に説明する。なお、例中の部は特に断り
のない限り重量基準を意味する。
【００２４】
［実施例１］
強力粉70部、生イースト3部、イーストフード0.1部、砂糖（上白糖）10部、全卵10部に水
32部を加え、縦型ミキサーを使用して低速3分、中速2分ミキシングを行い、ついで2時間3
0分発酵させ、中種を調製した。
別途、市販の製パン練り込み用マーガリン（製品名：デリソフト、不二製油株式会社製）
20部、卵黄10部、砂糖20部、市販加糖卵黄調製品（製品名：プロダッシュ800、不二製油
株式会社製）15部、食塩0.8部を卓上ミキサーで混合、ホイップし、比容積1.4cm3/gの可
塑性油脂混合物を調製した。
中種に強力粉30部、イースト1部、脱脂粉乳3部、水20部を加え低速で2分、さらに高速で3
分ミキシングし、次に、先に調製した可塑性油脂混合物65.8部を加え、低速3分、中速2分
ミキシングし、本捏生地を得た。40分の発酵後45ｇに分割し、60分間のベンチタイムをと
り、バンズ形状に成形し、温度32℃、湿度80％にて60分間ホイロの後、上火200℃／下火2
00℃、15分焼成を行い、菓子パンを得た。
【００２５】
［実施例２］　
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実施例１と同様に中種を調製し、中種に強力粉30部、イースト1部、脱脂粉乳3部、水20部
を加え低速で2分、さらに高速で3分ミキシングした。
別途、市販の製パン練り込み用マーガリン20部、卵黄10部、砂糖20部、加糖卵黄調製品15
部を卓上ミキサーで混合、ホイップし、比容積1.3cm3/gの可塑性油脂混合物（食塩無添加
）を調製した。
中種に強力粉30部、イースト1部、脱脂粉乳3部、水20部を加え低速で2分、さらに高速で3
分ミキシングし、続いて、先に調製した可塑性油脂混合物（食塩無添加）65部を加え、中
速1分ミキシングの後、食塩0.8部を加えてさらに中速4分ミキシングし、本捏生地を得た
。以降は実施例１と同様に発酵、分割、ベンチタイムの後、成形、ホイロ、焼成し、菓子
パンを得た。
【００２６】
［実施例３］　
実施例１と同様に中種を調製し、中種に強力粉30部、イースト1部、脱脂粉乳3部、水20部
を加え低速で2分、さらに高速で3分ミキシングし、次に実施例１の可塑性油脂混合物（食
塩含有）65.8部を加え、低速3分、中速2分ミキシングの後、さらに水25部を少しずつ加え
ながら中速2分、高速2分ミキシングし、本捏生地を得た。以降は実施例1と同様に発酵、
分割、ベンチタイムの後、成形、ホイロ、焼成し、菓子パンを得た。
【００２７】
[実施例４]　 
実施例１と同様に中種を調製し、中種に強力粉30部、イースト1部、脱脂粉乳3部、水20部
を加え低速で2分、さらに高速で3分ミキシングし、次に実施例２の可塑性油脂混合物（食
塩無添加）65部を加え、中速1分ミキシングの後、食塩0.8部を加えてさらに中速4分ミキ
シングした。最後に水25部を少しずつ加えながら中速2分、高速2分ミキシングし、本捏生
地を得た。以降は実施例1と同様に発酵、分割、ベンチタイムの後、成形、ホイロ、焼成
し、菓子パンを得た。
【００２８】
［比較例１］
実施例１と同様に中種を調製し、中種に強力粉30部、イースト1部、脱脂粉乳3部、水20部
、食塩0.8部を加えミキシングした後、実施例２の可塑性油脂混合物（食塩無添加）65部
を加えて混合し、本捏生地を得た。以降は実施例1と同様に発酵、分割、ベンチタイムの
後、成形、ホイロ、焼成し、菓子パンを得た。 
【００２９】
[表１]中種配合（共通）

【００３０】
[表２]本捏配合（単位：重量部）および官能評価
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【００３１】
比較例１を基準（コントロール）とし、パネラー10名により以下の観点から食感の官能評
価を行った。
なお、常温は20℃・１日後、冷蔵は4℃・1日後、冷凍は－20℃で一昼夜凍結後の評価とし
た。
＜官能評価基準＞
　＋３：きわめて優れる
　＋２：優れる
　＋１：やや良 
　　０：コントロールと同等
　－１：やや劣る
　－２：劣る
【００３２】
（評価）
食塩を可塑性油脂混合物に配合して加えることで、いずれの温度帯においてもコントロー
ルに比較してきめ細かくソフトな食感のパンが得られた。また、食塩無添加の可塑性油脂
混合物を混合した後から食塩を添加、混合することにより、さらに顕著にきめ細かくソフ
トな食感のパンが得られた。また、さらに本捏工程の最終段階で加水することで、ソフト
な食感が維持されたままでしっとり・もちもち食感が付与され、きわめて食べやすく嗜好
性の高いパンが得られた。
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