
バー、バイツ、ゼリー製品
アプリケーション・ガイド

高たんぱく質のバーやゼリー製品が初めて市場に紹介された当時、ボディビルダーや耐久
競技選手などは、これらの商品を栄養補助食品と捉えて活用していました。その後、臨床
栄養研究などより、高品質たんぱく質を含む食品が筋肉の成長と回復にプラスに寄与し、
すべてのライフステージにわたって全体的な健康に影響することが実証され始めました。た
んぱく質の摂取量と摂取のタイミングが筋肉の合成に重要であることも明らかになり、こう
した臨床的証拠の増加と共に、たんぱく質とフィットネスおよび健康との関係性にスポット
ライトが集まりました。
今日では、たんぱく質を含むバー、バイツ（一口サイズ商品）、およびゼリー製品は、消費者
の一日のなかの食事や間食の選択肢の一つとして定着しています。このアプリケーション・
ガイドでは、米国の乳原料がより健康的な生活を送るために重要な役割を果たす食品であ
ることを解説します。
アメリカ乳製品輸出協会が発行している米国産乳原料の栄養および機能特性の詳細に
ついてはウェブサイト（ThinkUSAdairy.org）で各アプリケーション・ガイドやパンフレットをご
確認下さい。

米国産乳由来たんぱく質による
栄養バー、バイツおよびゼリー製品の強化

日常生活
たんぱく質は毎日の食事に必要な必須栄養素です。ホエイたんぱく質
（WPC/WPI）およびミルクたんぱく質（MPC/MPI）は高品質で完全なたんぱ
く源です。持久力を求めるアスリート、本格派サイクリスト、または気軽にラウ
ンドするゴルフや近所への散歩が目的で合っても、高品質な乳由来たんぱく
質成分が配合されているバー、バイツ、ゼリーやペースト製品は利便性が良
く、運動前、運動中、運動後に気軽にご利用いただけます。風味がマイルド
で外観が中間色であるため、ホエイたんぱく質およびミルクたんぱく質の成
分は、消費者の求める多様な風味、食感、色に適合します。2014年から
2018年の間に、ホエイたんぱく質を含む新しいスポーツ・栄養製品の発売は
ほぼ3倍に増加し、このように多様性に富んだ商品が開発されました。1

人体はたんぱく質を摂取すると、アミノ酸に分解し、それをさらに吸収して利
用します。3つの分岐鎖アミノ酸（ロイシン、イソロイシン、バリン）は、その代謝
の70%が肝臓の外で行われ、筋肉たんぱく質合成に利用可能であるという
点で独特です。2　私たちが動いたり、運動をしたりすると、既存の筋肉が破
壊されます。ゆえに筋肉のたんぱく質合成は重要です。体力や新陳代謝を
維持するためには、筋肉の再生が必要です。運動後に高品質の乳由来た
んぱく質を摂取すると、筋肉のたんぱく質合成を増加させることによって修
復過程を促進し、筋肉痛を軽減することができるのです。3
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図1:
たんぱく質源別必須アミノ酸量

除脂肪筋肉の維持と構築はすべての人にとって重要で
す。幸いなことに、筋肉のたんぱく質合成を刺激する（除
脂肪筋肉成長）には、筋トレ後にホエイたんぱく質を10ｇ
摂取するだけでも可能なのです。4　持久力とパフォーマ
ンスを重視する、より熱心なアスリートの場合は、運動中
および/または運動直後にホエイたんぱく質を20～25ｇ摂
取すると回復に役立ちますが、必要な量は身体の大きさ
やトレーニング期間の長さによって異なります。5

たんぱく質は全て同じではありません
すべての動物由来食品とほとんどの植物由来食品に、た
んぱく質が一定量含まれていますが、すべてのたんぱく質
が同じように生成されるわけではありません。各たんぱく質
源は、必須アミノ酸の含有量が異なります。動物由来食
品は、植物由来食品と比較して、総たんぱく質の割合とし
て必須アミノ酸がより高い傾向があります。乳由来のたん
ぱく質が最も高い値を示しています。6　動物由来食品の
たんぱく源において、乳製品と卵は、多くの菜食主義/準
菜食主義的な食事に適合するという付加的な利点があ
ります。

 ヘルシーエイジング
早い人は40歳で除脂肪筋肉量の減少（サルコペニア）
が始まり、脂肪量が増加します。7　サルコペニアは加齢
とともに進行することがあり、これは食欲低下または消化
管および代謝の変化に起因するたんぱく質摂取量の減
少によるもので、健康、体力、および身体機能のさらなる
低下を引き起こす可能性があります。8　高齢者は、高品
質なたんぱく質を摂取することで筋肉量を維持されること
が実証されています。9　40歳以上で開始した筋肉量の
変化を測定した縦断的研究では、動物性たんぱく質食
品単独の摂取量が多い場合、または身体活動と組み合
わせた場合、骨格筋量の割合が高くなることが示されまし
た。10　筋肉量を維持することにより、高齢者は日々の生
活を送ることができる可能性が高くなります。ミルクやホエ
イたんぱく質に加えて、加水分解物が高齢の消費者向け
の製品に配合されることもあります。加水分解物は、たん
ぱく質を酵素で予め分解してアミノ酸やペプチドを形成
し、たんぱく質の吸収を容易にすることによって生成され
ます。

出典： van Vliet, S., Burd, N.A. and van Loon, L.JC. 2015. The skeletal muscle anabolic response to plant- 
versus animal-based protein consumption. J Nutr doi: 10.3945/jn.114.204305
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動物性由来のたんぱく源と植物由来食品のたんぱく源
では、高齢者および臨床的に易感染状態にある患者の
双方において、動物性たんぱく源摂取のほうがより良好
な筋肉維持と関連しています。6　植物由来のたんぱく原
料（大豆、エンドウ豆、および米）の中には、除去のための
加工を必要とする抗栄養因子を自然に含むものがありま
す。この処理により、たんぱく質の消化性と可用性が低
下する可能性があります。11　その結果、同じ臨床結果を
得るためには植物由来のたんぱく質をより多く摂取する
必要があり、これは最終製品の外観、カロリー負荷、ナトリ
ウムレベル、コストや風味に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。

栄養バー、バイツなど
栄養バー、バイツ、ボールの製法は焼成タイプのみではあ
りません。冷間加工では、所望のバー形状およびサイズ
に切断する前に、材料を互いに接着させることができる
押出工程または結合剤（砂糖シロップ）のいずれかを活用
します。食感は、サクサクしたグラノーラシリアルから歯ご
たえのあるヌガーのような物まで様々です。多くの場合、
バーやバイツはチョコレートまたは他の風味でコーティング
されます。

図2:
米国産バーにおける乳製品成分組成と利点

たんぱく質
(%)

乳糖
(%)

脂肪
(%)

灰分
(%)

水分
(%) 利点

WPC 34 34-36 48-55 3-4.5 6.5-8 3-5 コスト効率に優れたクリーンラベル

WPPC 50-55 31 5-6 6 3-5 コスト効率に優れた乳化剤

WPC 80 80-82 4-10 4-8 3-5 3.5-5 高たんぱく・低乳糖・低脂肪肪

WPI 90-92 0.5-1 0.5-1 2-3 4-5 たんぱく質が最も高い、乳糖/脂肪が最も低
い、ゼリー製品化特性

加水分解ホエイたんぱく質 80-92 不定 不定 不定 不定 賞味期限の改善、吸収速度の改善

MPC 42 42 <51 <1.25 <10 5 コスト効率に優れた凝集性

MPC 70 70 <20 <2.5 <10 5 高たんぱく、低脂肪、耐熱性

MPC 85 85 <8 <2.5 <8 <6 高たんぱく、良質なミネラル源、乳化剤

MPI >89.5 5 <2.5 <8 <6 高たんぱく、低脂肪、耐熱性

脱脂粉乳a 34-37 49-52 0.7-1.5 8.2-8.5 3-4 クリーンラベル、優れた風味

パーミエート 2-7b 70-85 0-1.0 8-11 3-4.5 コスト効率の高いミネラル源、塩味の知覚向
上

乳糖 0.5-1 99-100 0.1 0.1-0.5 4.5-5.5 甘さひかえめ、低グリセミック指数

押出クリスプ 40-80 不定 不定 不定 不定 食感の追加、水分の均衡化

 a最大34％のたんぱく質を含む脱脂粉乳 | b 非たんぱく質窒素
 出典:Industry Sources
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スポーツおよびフィットネス製品における米国産乳由来た
んぱく質は、その機能性と栄養特性により重要な要素と
なります。最終製品に求められる栄養成分含有量、食
感、口当たりおよび製造時のプロセス条件によって、どの
乳原料成分がその製品に最も適しているかが決定されま
す。

乳由来たんぱく質は食品開発者に多くの機能的な利点
を提供しています。一般的に、米国の乳原料は、高い溶
解性、水結合性、ゲル化、増粘、発泡、乳化、および風味
を製品に加えます（図2参照）。これらの特性は、消費者に
アピールする外観、風味、および食感を持つバー、バイツ、
およびゼリー製品の作成に最適です。成分間の機能の
違いを理解することは、特に高濃度のたんぱく質濃縮物
や分離物を使用して調合する場合に重要です。

例えば、ミルクたんぱく質濃縮物（MPC 80）またはホエイ
たんぱく質濃縮物（WPC 80）には、同レベルのたんぱく
質が含まれていますが、異なる機能特性を与えるたんぱく
質の異なる組み合わせが含まれています。MPC 80には、
80％のカゼインたんぱく質と20％のホエイたんぱく質が含
まれていますが、WPC 80にはホエイたんぱく質しか含まれ
ていません。カゼインは一般的に、当該製品のpHが6以
上になると熱安定性を示し、pHが6以下になると酸性ゲ
ルを形成します。カゼインたんぱく質は乳化と水結合にも
優れているため、バー製品において脂肪成分と水分成分
を結合するために他のたんぱく質と混合されることが多い
のです。ホエイたんぱく質は広いpH範囲で溶解しますが、
62°C以上に加熱すると変性することがあります。濃度が
7%を超えるホエイたんぱく質も、加熱するとゲルを形成し
ます。

メイラード褐変は、焼成中または調理中の熱の下で 還元
糖（この場合乳糖）とアミノ酸（ホエイたんぱく質由来）の
間で生じる重要な反応であり、特徴的な茶褐色ならびに
焼成製品およびキャラメル菓子に関連する甘いキャラメ
ル風味の特徴をもたらします。最終製品に応じて、これら
の属性はプラスまたはマイナスになります。乳糖の存在が
懸念される場合は、ろ過によって乳糖のほとんどが除去さ
れたホエイたんぱく質分離物（WPI）またはミルクたんぱく
質分離物（MPI）製品の配合を検討してください。

コンパウンドコーティング
米国の乳製品成分は、多くのバー製品に風味、食感、安
定性、および栄養を加えるために使用されるコンパウンド
コーティングを追加する場合があります。

たんぱく質強化チョコレートコンパウンドコーティング

成分 

使用レベル(%)

砂糖 43.90

植物性脂肪（38°C） 40.00

ホエイたんぱく質分離物 7.60

ダッチココア10/12 7.60

トリステアリン酸ソルビタン 0.50

大豆レシチン 0.20

バニラエッセンスドライ 0.10

小麦粉塩 0.10

合計 100.00

手順

1.  脂肪を38°C以下に溶かし、レシチン及びソルビタントリステア
レートを混ぜます。

2. 乾燥成分をホバートミキサーで混ぜ合わせます。
3.  混合物に十分な脂肪を加えて、リファイナーペーストを作りま
す。

4.  3本のロールリファイナー(3パス)で25ミクロン以下の粒度にな
るまで精製します。

5. 細粒をホバートに戻し、加熱用炉棚を使用します。
6. 66°C以下で4時間コンクコーティングを施します。
7. コーティングに残りの脂肪を追加します。
8. 必要な風味を追加します。
9. 54°C以下でチョコレートメルターに入れます。

栄養成分

100gあたり

カロリー 580 kcal

総脂肪 41 g

飽和脂肪 4 g

トランス脂肪 1 g

コレステロール 0 mg

ナトリウム 75 mg

総炭水化物 47 g

食物繊維 2 g

砂糖 44 g

たんぱく質 8 g

カルシウム 4 %

鉄 15 %

ビタミンA 0 %

ビタミンC 0 %
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チョコレート風味のコーティングが最も人気がありますが、
バニラ、ピーナッツバター、キャラメル、ヨーグルト風味の
コーティングも一般的です。コーティングには通常、ココ
ア、分画植物油、砂糖、大豆レシチン、香料が含まれてい
ます。ミルクベースのコンパウンドコーティングには、約3～
7％のたんぱく質が含まれています。コーティングの物理
的特性に影響を与えることなく、栄養改善のためにたんぱ
く質レベルをさらに増加させるためにWPIおよびWPC 80
を組み込んでもよいでしょう。しかしながら、水分レベルと
粒径のばらつきのため、精製と粘度調整の前にたんぱく
質を追加する必要があります。

コーティングが風味を目的とする場合、開発者は、スイート
ホエイ、パーミエート、および/または脱塩ホエイなどの成分
を選択肢として考えてもよいでしょう。ミネラル含有量が少
ないため、脱塩ホエイはこれらの成分の中で最もマイルド
な風味を有し、一般的にチョコレートや他のフレーバー
コーティングに使用されます。乳糖を使用することにより、

求める結晶化特性および滑らかな口当たりを最終製品
に与えることができます。また、コーティングにおいてスイー
トホエイまたはホエイパーミエートを使用し、乳糖の結晶化
と滑らかな口当たりという利点を有する乳製品風味を、優
れたコスト効率にて付加することができます。 

冷間圧縮製品
押出バーおよびバイツ
押出バーおよびバイツは、市販されている最も一般的な
タイプの製品の1つです。これらは冷間押出成形用に配
合されており、多くの場合、コンパウンドコーティングまたは
チョコレートコーティングが施されています。

通常、こうした製品には以下が含まれます。

■たんぱく質成分、油、風味、ナッツ、その他含有物。

■ 砂糖シロップと糖アルコールの組み合わせを使用して
水分活性を0.60以下に保ち、カビや細菌の問題を回避
し、保存期間を通してバーの食感を柔らかく保ちます。

■ 他の炭水化物または繊維質は、増量剤として、または
カロリー削減のために追加することも可能。

■ビタミンやミネラルを追加することも可能。
 

米国では、チョコレートには製品と製法の「定義」があります。
成分を変更することには、一定の制限や禁止されています。
国別の具体的な規制を検証しましょう。また、チョコレートは
特別な加工工程（テンパリング）を必要とします。
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高たんぱく質のバーとバイツによく含まれるグリセリンは、
水分活性を低下させ、生地の柔軟性を維持し、保存期間
中の柔らかさを維持するのに役立ちます。

材料を混ぜ合わせて生地を作ります。通常、混合タンク
は、温度を制御し、押出しを容易にするために粘着性を最
小にし、軟らかい状態を維持するように、生地を一定の稠
度に保つために被覆されます。その後、生地を押出機の
ホッパーに入れて成形します。生地がロープ状に押し出さ
れるので、通常は丸めてサイズに合わせてカットします。そ
の後、製品は個別に包装される前に乾燥とコーティング
のプロセスを経ることがあります。このタイプの製品の賞
味期限は最大で1年です。保存期間中に最適な味と食
感を維持するためには、優れた配合と包装が重要になり
ます。

高たんぱく質のバーおよびバイツ
このスポーツ・フィットネス栄養カテゴリーの製品には、最
も高いたんぱく質含有量が含まれています。最大50％の
たんぱく質を含む市販製品を利用できます。優れた風味
と食感を維持しながら、高レベルのたんぱく質を提供する
ことが課題となります。WPI、WPC80、WPH、MPC80な
どの米国の乳原料は、通常、単独または他の非乳由来た

んぱく質と組み合わせて使用されます。たんぱく質のブレ
ンドは、たんぱく質レベルを最大化し、高たんぱく質バーで
よく発生するバーの硬化を最小限に抑えるのに役立ちま
す。加水分解されたホエイたんぱく質には、製品中の他
の成分から水分を分離する傾向がありません。そのため、
ホエイたんぱく質加水分解物（2～20%）を加えることで、
より柔らかい食感を維持し、保存期間を延ばすことができ
ます。12　高たんぱく質強化製品に押出しミルクたんぱく
質濃縮物を用いた場合にも同様の柔軟性と凝集性の
改善が見られます。13　そのため、米国の原料メーカー
は、バーへの用途に特化した加水分解および押出しホエ
イおよびミルクたんぱく質原料を数多く生み出してきまし
た。個々のサプライヤーと相談して、配合に最適な成分を
決定してください。

バランス型栄養バー（40-30-30）
バランス型栄養バーは、カロリーの40%を炭水化物から、
30%を脂肪から、30%をたんぱく質から得られるように配
合されています。こうしたバーは、バリー・シアーズ博士に
よって考案されたゾーン・ダイエットの導入により、1990年
代に人気を博しました。WPI、WPC 80、MPC 80、および
WPHはすべて一般的に使用されています。高脂肪WPC
のような他のカスタマイズされた乳由来たんぱく質源も、

手順

1.  グラノーラ、桃、アーモンド、ホエイクリ
スプ、シナモン、 ホエイたんぱく質分
離物を組み合わせます。

2.  バニラ、ピーチフレーバー、ヨーグルト
コーティング以外の残りの材料を組
み合わせます。

3.  シロップを88°Cに加熱し、バニラエッ
センスとピーチフレーバーを加えま
す。

4.  火を通したシロップと乾燥成分の混
合物を、均一にコーティングされるま
で混ぜます。

5. シート状に圧縮し冷却します。
6.  希望のサイズ3.1 cm x 3.1cm x 0.9 

cmにカットします。
7.  半分をヨーグルトコーティングし、冷
却します。

ヨーグルト・ディップ・ピーチ・スナックバー

成分

使用レベル(%)

低脂肪グラノーラ 42.13

ドライピーチ 19.60

ヨーグルトコーティング 14.00

ホエイクリスプ50% 3.80

ホエイたんぱく質分離物 3.40

蒸発グラニュー糖 3.00

ニュートリオースFM06 2.90

乾燥ロースト全粒アーモンド 2.50

水 2.50

はちみつ 2.10

粉末シナモン 1.90

ピーチフレーバー 1.70

塩 0.45

バーボンバニラエッセンス 0.02

合計 100.00

栄養成分

100 g あたり

カロリー 380 kcal

総脂肪 10 g

飽和脂肪 6 g

トランス脂肪 0 g

コレステロール 0 mg

ナトリウム 320 mg

総炭水化物 67 g

食物繊維 8 g

砂糖 33 g

たんぱく質 11 g

カルシウム 8 %

鉄 15 %

ビタミンA 20 %

ビタミンC 6 %
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このタイプの製品に使用することができます。高脂肪WPCなどは通
常、たんぱく質の60～80％を占め、最大15～20％の脂肪、主に乳由
来のリン脂質を提供します。その一例としてホエイたんぱく質リン脂質
濃縮物（WPPC）が挙げられます。WPPCなどの成分を使用して提供
される添加脂肪は、カロリーの30％が脂肪に由来するという要件を満
たすために、バーに他の脂肪やオイルを追加する必要性を減らしま
す。50ｇのバーでは、たんぱく質からのカロリーの30%が約15ｇのたん
ぱく質に変換されるため、たんぱく質レベルは高たんぱく質のバーのも
のに比べて控えめであると考えらます。

低炭水化物バーおよびバイツ
添加された糖の使用を最小限にするために、開発者は、所望のレベ
ルの甘味を達成するために、非栄養甘味料と組み合わせて、高レベ
ルの繊維および糖アルコールを使用してもよいでしょう。一般的に使
用される糖アルコールの例として、マルチトール、ソルビトール、キシリ
トール、ラクチトールおよびエリスリトールが挙げられます。繊維と糖ア
ルコールは、一般的な炭水化物よりも少ないカロリーで処方されます。
繊維は通常0.5kcal/g以下、糖アルコールは0.2～3kcal/gです。糖ア
ルコールは一部の人に胃腸障害を引き起こす可能性があることに留
意する必要があります。
糖アルコールには、水分活性を低く保つのに役立つという利点もあり
ます。しかしながら、たとえ水分活性が低下したとしても、このタイプの
バー型製品の製品安定性と食感の変化により、賞味期限と消費者
の受容性は低下します。
低炭水化物バーの基本配合に0.3％のポリリン酸ナトリウムを追加す
ると、4か月間にわたって軟らかさが維持され、賞味期限を延ばすこと
ができます。

バランス型栄養バー(40-30-30)

成分

使用レベル (%)

液体フルクトース 32.03

たんぱく質ブレンド 30.00

ピーナッツフレーバー 9.46

ピーナッツバター 7.56

砂糖 7.56

はちみつ 6.56

植物油 5.56

バニラエッセンス 1.27

合計 100.00

手順

1.  液体フルクトース、はちみつ、オイル、バニラエッ
センスを低速で3分間混ぜます。

2.  ピーナッツバター以外の残りの材料を加え、5分
間混ぜます。

3. ピーナッツバターを混ぜます。
4.  生地をカットする、または押し出す前に、トレーの
上で生地を圧縮します。

5.  プロテインバーをコンパウンドチョコレートコー
ティングします（重量比20%のコーティング）。

6. 包装および検印。

栄養成分

100 g あたり

カロリー 360 kcal

総脂肪 11 g

飽和脂肪 1.5 g

トランス脂肪 0 g

コレステロール 0 mg

ナトリウム 250 mg

総炭水化物 43 g

食物繊維 1 g

砂糖 40 g

たんぱく質 33 g

カルシウム 2 %

鉄 10 %

ビタミンA 0 %

ビタミンC 0 %
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手順

1. 乾燥材料、ホエイクリスプ、ライスシリアルを大きめのボウルに入れます。
2. 低速で2分間混ぜます。
3. バターと植物油を乾燥材料に加え、均一になるまで混ぜます。
4. マルチトールとグリセリンを混ぜ合わせ、乾燥材料の混合物に加えます。
5. 低速で1分間混ぜます。
6. 水を加え、生地がまとまるまで1.5分間弱火で混ぜます。
7. バーを0.8 cmの厚さに広げ、1.9 cm x 1.99 cmにカットします。
8. クッキングシートを敷いたフライパンに並べます。
9. 204°Cで5分間焼きます。

シナモン・グラノーラバイツ

成分

使用レベル (%)

マルチトール 18.75

水 10.00

ホエイクリスプ70 10.00

粉末アーモンド 9.00

全粒粉 7.98

ホエイたんぱく質濃縮物WPC80 6.00

オーツファイバー300-48 6.00

無塩バター 6.00

プラムパウダー 5.00

玄米クリスプシリアル 4.00

ロールドオーツ、オールドファッション 4.00

ロールドオーツ、クイック 4.00

レーズンみじん切り 4.00

植物油 3.50

グリセリン 0.60

シナモン 0.60

塩 0.35

炭酸水素ナトリウム 0.20

スクラロース 0.02

合計 100.00

栄養成分

100 g あたり
カロリー 350 kcal

総脂肪 15 g

飽和脂肪 4.5 g

トランス脂肪 0 g

コレステロール 40 mg

ナトリウム 210 mg

総炭水化物 52 g

食物繊維 10 g

100 g あたり
砂糖 4 g

糖アルコール 21 g

たんぱく質 17 g

カルシウム 15 %

鉄 10 %

ビタミンA 6 %

ビタミンC 0 %
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ソフトまたはハードタイプ・グラノーラ・チューイー・バイン
ダーシリアルバーおよびバイツ
このカテゴリーに当てはまる商品は、その魅力的な食感
が特徴です。これらは、オーツやライスクリスプなどの穀物
を、ナッツやその他の混合物と共に配合し、結合剤として
機能する玄米、はちみつ、コーンシロップなどの糖シロップ
で結合されています。他の冷間押出製品と同様に、グラ
ノーラ製品も水分活性が0.60以下である必要がありま
す。

一般的なグラノーラバーまたはバイツには約6～7％のた
んぱく質が含まれていますが、食事の代替品またはスナッ
クとしてのバーの用途を拡大するために、さらにたんぱく質
を配合してもよいでしょう。たんぱく質を加えて歯ごたえの
ある食感を維持するために、ライスクリスプ製品の代わり
に、押出ホエイまたはミルクたんぱく質クリスプを使用して
もよいでしょう。押出ホエイクリスプには、80％のたんぱく
質が含まれています。

バーにおける乳由来たんぱく質クリスプのたんぱく質含
有量は、ライスクリスプ100％で作られたバーとホエイクリ
スプ100％で作られたバー（たんぱく質80％）のたんぱく質
レベルを比較することで分かります。ホエイクリスプを使用
すると、バーにおけるたんぱく質含有率は3%から23%に
上昇します。WPIやWPC 80などの他の高たんぱく質ホ

エイ成分を追加して、たんぱく質レベルをさらに30％まで
増加させることもできます。さらに、消費者が日々のミネラ
ル必要量を満たす一助となるように、粉乳製品と乳由来
カルシウムを組み込んでもよいでしょう。

ベイクドバーおよびバイツ
これらの製品は、最終的な食感を形成するために焼成が
必要です。焼成プロセスは、製品の混合および成形のた
めの冷間押出プロセスと同様の目的を果たします。砂糖
シロップ、糖アルコール、グリセリン、油、たんぱく質成分、
フレーバー、乳化剤、さまざまな穀類、ナッツ、クリスプ、そ
の他の含有物など多くの同じ成分が使用されます。冷間
加工されたバーと同様に、焼成製品は冷却後に、フレー
バーチョコレートコーティングやコンパウンドコーティングを
施してもよいでしょう。

冷間加工製品と焼成製品の主な違いは、生地の水分量
です。焼成されたバーやバイツは、焼成中に多くの水分が
蒸発するため、より多くの水分を生地に含んでもよいで
しょう。しかし、生地にたんぱく質を添加する場合、加工を
困難にする可能性があるので、粘着性を避けるために水
分を極力少なくすることが重要です。たんぱく質の「多用」
を防ぐために、混合時間を最小限に抑えることも推奨され
ます。焼成製品の食感は、密度が高く歯ごたえのある冷
間押出製品よりも軽くサクサクしています。

穀物ベースのドルチェ・デ・レチェ・オートミール・バー

栄養成分

100 g あたり

カロリー 360 kcal

総脂肪 7 g

飽和脂肪 3 g

トランス脂肪 0 g

コレステロール 10 mg

ナトリウム 50 mg

総炭水化物 57 g

食物繊維 3 g

砂糖 18 g

たんぱく質 19 g

カルシウム 8 %

鉄 6 %

ビタミンA 2 %

ビタミンC 0 %

成分

使用レベル(%)

コーンシロップ42  DE 26.10

ホエイクリスプ 60% 16.70

ロールドオーツ、オールドファッション 12.50

ロールドオーツ、クイック 12.50

キャラメルビット、脂肪分 8.50

アップルベースの脂肪代替物 7.70

ホエイたんぱく質分離物(WPI) 5.70

水 4.50

無塩バター 4.00

グリセリン 0.90

フレーバー・ドルチェ・デ・レチェ 0.80

炭酸水素ナトリウム 0.10

合計 100.00

手順

1.  オーツ、脂肪代替物、炭酸水素ナトリ
ウム、ホエイたんぱく質分離物を大き
めのボウルで混ぜます。

2. 低速で1分間混ぜます。
3.  コーンシロップ、バター、ドルチェ・デ・レ
チェ・フレーバー、グリセリン、水を加え
ます。

4. 低速で1分間混ぜます。
5.  ホエイクリスプとキャラメルビットを加
え、全体が混ざるまでざっと混ぜます。

6.  バーを厚さ10 mmに広げ、7.5 cm x 
3.75 cmにカットします。

7.  クッキングシートを敷いたフライパンに
並べます。

8. 204°Cで7分間焼きます。
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焼成製品は、全体の最終水分が4～8％になる中間水分食品
のように配合されますが、酵母とカビの繁殖を防ぐために水分
活性は0.60未満である必要があります。一般的に、たんぱく質
の水結合特性のため、高たんぱく質レベルの焼成製品を製造
することはより困難です。ミルクたんぱく質分離物および濃縮
物、ホエイたんぱく質分離物および濃縮物は、ベイクドバーに
使用するのに適したたんぱく質源となる原料です。ホエイクリス
プを加えてたんぱく質含有量を増やし、最終製品の食感を変え
ることもできます。

穀物ベースのバーおよびバイツ
シリアルバー、ブレックファストバー、または他のスナックバイツ
のような一般的な穀物ベースの製品は、たんぱく質含有レベル
が低くなります。しかし、繊維含量や全粒粉の魅力など、穀物が
持つ他の利点があります。糖分が高いことが多いですが、オー
ツや米、小麦などの穀物で作られているため、ヘルシーです。一
般的なシリアルバーは、果物を詰めた穀物ベースの外側生地
を持ち、同時押出し製法で製造されます。多くの場合、たんぱく
質が2.5%、脂肪が8%、炭水化物が73%、食物繊維が2.5%
含まれます。外側の生地にWPI、WPC80またはMPC80を添
加すると、完成したバーのたんぱく質レベルが8～10％に上昇
し、炭水化物が同等量減少させることも可能です。

ブレックファストバーも高炭水化物な穀物ベースのバーのもう
一つの形態で、そこにたんぱく質を加えることで付加価値が付
与出来ます。一般的なブレックファストバーには、6%のたんぱく
質、10%の脂肪、74%の炭水化物、約6%の繊維が含まれて
います。ホエイクリスプ、WPI、WPC 80、MPC 80、またはその
他の特殊なホエイたんぱく質成分を追加することは、美味しさ
を保ち、朝食や食事の代替製品の栄養素密度を簡単に高め
ることが可能な処方です。

栄養ジェル製品、ペースト、ゼリー
バーやバイツが市場を支配する一方で、消費者の「移動中」の
喫食ニーズを満たすジェル製品、ペースト、ゼリーなどの代替品
の人気が高まり続けています。これらの供給形態は速効性があ
り、摂取しやすく、濃縮された栄養源となります。

市場や製品構成によっては、ゼリー製品は飲料、エネルギー
バー、食事の代替品やサプリメントの代わりに摂取されることも
あります。これらの製品は、その便利な形態（小型で持ち運び
や摂取が容易）のため、サイクリスト、ランナー、ハイカーなどの
スポーツ・アウトドア愛好家に人気があります。

ゼリー製品は、多くのスポーツ飲料よりも1オンスあたりのエネ
ルギー（カロリー）が多く、移動中の摂取が簡単です。一般的
に、それらは単一および複合炭水化物、たんぱく質、ビタミン、お
よびミネラルの水性ブレンドです。
 

プロテインゼリー製品スナック

成分

使用レベル(%)

水 62.72

ホエイたんぱく質分離物（WPI）、透明 14.10

グラニュー糖、白 12.53

カラマンシー果汁100% 9.40

ゼラチン、ブルーム強度225 1.25

合計 100.00

手順

1. 水を30mlと70mlに分けます。
2. ホエイプロテイン分離物に水70mlを加えます。
3. よく混ぜて1時間おきます。
4.  30 mlの水を沸騰するまで加熱し、ゼラチンを入れて溶
かします。

5. 砂糖をゼラチン混合物に加えて溶かします。
6. カラマンシー果汁を加えて混ぜます。
7.  ホエイたんぱく質分離混合物をゼラチン混合物に混ぜ
合わせます。

8. 容器に注ぎ、固まるまで冷却します。 

栄養成分

100 g あたり

カロリー 100 kcal

総脂肪 0 g

飽和脂肪 0 g

トランス脂肪 0 g

コレステロール 5 mg

ナトリウム 10 mg

総炭水化物 14 g

食物繊維 0 g

砂糖 13 g

たんぱく質 13 g

カルシウム 2 %

鉄 0 %

ビタミンA 2 %

ビタミンC 4 %
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その密度のおかげで、小型スナックや食事の代替バーと
同じ栄養価を提供できます。高品質の乳由来たんぱく質
を添加することで筋肉に栄養を与え、炭水化物と組み合
わせて筋肉のエネルギー貯蔵量を補充することで、アス
リートの持久力を向上させ、次のトレーニング前の回復に
役立ちます。14

ゼリー製品はその形態により、子供から高齢者まであらゆ
る年齢層の方が手軽に便利にたんぱく質を摂取できま
す。ゼリー製品はオフィスでのおやつ、旅行中、運動中な
ど、いつでも簡単に摂取できます。またゼリー製品は、濃縮
して栄養素を供給することができるため、食欲減退および
/または嚥下に関する懸念（嚥下障害）のために食事で適
切な量の高品質たんぱく質を摂取できない高齢の消費
者にとっても有益です。

ゲル特性
特定の条件下では、ホエイたんぱく質は非可逆的ゲルを
形成します。ゼリー製品の特性は、たんぱく質濃度、溶液
のpH、カルシウムおよびナトリウムイオン濃度によって
様々です。例えば、たんぱく質を3～5%含む溶液中で55
～70°Cの温度で形成されたゼリー製品は、より半透明で
柔らかくなる傾向があります。より高いたんぱく質濃度
（10%）をより高い温度［90～100°C］に加熱すると、より
不透明なゲルが形成されます。酸性条件下では、ゲルは
不透明、湿潤、弱い傾向があります。中性溶液やpHの高
い溶液では、ゲルはより半透明で弾力性があります。ゲル
の性質は、製品に使用する糖の種類を変えることによっ
ても変化させることができます。乳糖を添加したWPI含有
ゲルは発色しませんでしたが、リボースを添加したゲルはオ
レンジ色/茶色でした。乳糖は、WPIを安定化して変性を
防ぎます。

これにより、ゲル化に必要な時間と温度が増加し、リボー
スを添加したゲルや糖を添加していないゲルと比較してゼ
リー製品の破壊弾性係数が低下します。15

ゲルを形成する際には、たんぱく質の水和が鍵となりま
す。ミキサーを使用して、成分を完全に水に溶かすことも
できます。しかし、ホエイたんぱく質はせん断による変性の
影響を非常に受けやすいため、過剰に混合すると多量の
発泡が生じ、最終的なゲルの強度に影響します。ゆっくり
と攪拌し、たんぱく質を少なくとも加熱の30分前、可能で
あれば加熱の60分前に水和させることが好ましいでしょ
う。

製造条件と配合を変更することにより、個々のメーカーの
ニーズに合わせてゲルの特性を操作できます。例えば、た
んぱく質分離物は、最終製品に酸味料を追加する必要
性を減らすために、事前に酸性化されている場合がありま
す。ホエイたんぱく質のユニークなゲル化特性は、製品の
栄養効果を最大化するために、1回の食事にできるだけ
多くのたんぱく質を取り込みたいと考えているスポーツ/ス
ナックのゲルメーカーにとって理想的です。
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米国の酪農・乳製品業界について
米国の酪農業界は単一国としては世界最大の牛乳生産国で、安定した生乳生産を行い、その生産量も増加していま
す。米国の乳製品生産者は、改善を重ね、競争力を持った乳製品ポートフォリオで積極的に世界的に拡大している乳
製品への需要者へ供給を行っており、重要な乳製品の供給国となっています。米国は、持続可能な方法で生産される
乳製品と乳原料の主要なグローバルサプライヤーとして認知されています。米国は長年にわたる豊富な環境へ配慮し
た酪農と、研究と技術革新への継続的な投資を行い、伝統的な乳製品や多種に亘る高品質な製品を供給しています。
米国の酪農と乳製品を供給するサプライチェーン全体（酪農家、牛乳加工業者、製品・原料メーカー、酪農機関）が連
携して、高品質で栄養価の高い製品を提供し、顧客のニーズに応え、事業を推進しています。


