
JP 5529529 B2 2014.6.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シュガー入り菓子組成物であって、
（ａ）少なくとも１つの糖甘味料と、
（ｂ）前記菓子組成物中に０．１重量％～２．５重量％の量で存在する、リンペプチド又
はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウム錯体又はフッ化リン酸カルシウム錯体
と、
（ｃ）前記菓子組成物中に１．５重量％～３重量％の量で存在するカルシウム塩及び前記
菓子組成物中に１重量％～４重量％の量で存在するリン酸塩とを含んでなるシュガー入り
菓子組成物。
【請求項２】
　前記リンペプチドがカゼインリンペプチドを含んでなる、請求項１に記載のシュガー入
り菓子組成物。
【請求項３】
　シュガー入り菓子組成物であって、
　固体部分及び前記固体部分の溶解部分を含んでなり、
　前記固体部分及び前記溶解部分が、少なくとも１つの糖甘味料と、カゼインリンペプチ
ド－リン酸カルシウムと、カルシウム塩と、リン酸塩とを含んでなり、
　前記カゼインリンペプチド－リン酸カルシウムが、前記菓子組成物中に０．１重量％～
２．５重量％の量で存在し、
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　前記カルシウム塩は、前記菓子組成物中に１．５重量％～３重量％の量で存在し、
　前記リン酸塩は、前記菓子組成物中に１重量％～４重量％の量で存在するシュガー入り
菓子組成物。
【請求項４】
　シュガー入り菓子組成物であって、
（ａ）少なくとも１つの糖甘味料を含んでなる製菓用担体と、
（ｂ）前記菓子組成物中に０．１重量％～２．５重量％の量で存在するカゼインリンペプ
チド－リン酸カルシウムと、
（ｃ）前記菓子組成物中に１．５重量％～３重量％の量で存在するカルシウム塩及び前記
菓子組成物中に１重量％～４重量％の量で存在するリン酸塩とを含んでなるシュガー入り
菓子組成物。
【請求項５】
　前記カルシウム塩は、前記菓子組成物中に１．６重量％～２．８重量％以下の量で含有
する、請求項１から４のいずれか１項に記載のシュガー入り菓子組成物。
【請求項６】
　前記リン酸塩は、前記菓子組成物中に３重量％以下の量で含有する、請求項１から５の
いずれか１項に記載のシュガー入り菓子組成物。
【請求項７】
　前記リン酸塩は、前記菓子組成物中に１．８重量％以下の量で含有する、請求項１から
６のいずれか１項に記載のシュガー入り菓子組成物。
【請求項８】
　風味剤、食品グレードの酸、過酸化物、及びキレート剤からなる群から選択される少な
くとも１つの成分を更に含んでなる、請求項１から７のいずれか１項に記載のシュガー入
り菓子組成物。
【請求項９】
　シュガー入りチューインガム組成物であって、
　固体部分及び前記固体部分の溶解部分を含んでなり、
　前記固体部分が、ガムベースと、少なくとも１つの糖甘味料と、カゼインリンペプチド
－リン酸カルシウムと、カルシウム塩と、リン酸塩とを含んでなり、
　前記溶解部分が、少なくとも１つの糖甘味料と、前記カゼインリンペプチド－リン酸カ
ルシウムと、前記カルシウム塩と、前記リン酸塩とを含んでなり、
　前記カゼインリンペプチド－リン酸カルシウムが、前記シュガー入りチューインガム組
成物中に０．１重量％～２．５重量％の量で存在し、
　前記カルシウム塩は、前記シュガー入りチューインガム組成物中に１．５重量％～３重
量％の量で存在し、
　前記リン酸塩は、前記シュガー入りチューインガム組成物中に１重量％～４重量％の量
で存在するシュガー入りチューインガム組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が消費されることにより、哺乳類の歯において少なくとも２．８％のレベル
でエナメル表面下の再石灰化が提供される、請求項１から９のいずれか１項記載の組成物
。
【請求項１１】
　シュガー入りチューインガム組成物であって、
（ａ）ガムベースと、
（ｂ）少なくとも１つの糖甘味料と、
（ｃ）前記シュガー入りチューインガム組成物中に０．１重量％～２．５重量％の量で存
在するカゼインリンペプチド－リン酸カルシウムと、
（ｄ）前記シュガー入りチューインガム組成物中に１．５重量％～３重量％の量で存在す
るカルシウム塩及び前記シュガー入りチューインガム組成物中に１重量％～４重量％の量
で存在するリン酸塩とを含んでなるシュガー入りチューインガム組成物。
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【請求項１２】
　前記カルシウム塩及び前記リン酸塩の合計は、前記組成物に対して５重量％以下である
、請求項１から１１のいずれか１項記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）本特許出願は、２００６年４月５日に出願の米国仮特許出願第６０／７８
９５２５号、及び２００６年４月５日に出願の米国仮特許出願第６０／７８９５２８号の
優先権を主張し、それらの開示内容を本願明細書に援用する。
【０００２】
　（技術分野）本発明は哺乳類の歯エナメルを再石灰化するための方法及び組成物の提供
に関する。当該方法は、口腔輸送システム（例えばチューインガム又は菓子組成物）を使
用して、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化された、リン酸カルシウム又はフッ化
カルシウムリン酸塩錯体を輸送することを特徴とする。口腔輸送システムは更に、カルシ
ウム塩及び／又はリン酸塩を含んでなる。
【背景技術】
【０００３】
　歯における齲食の形成に関する研究が、これまで多くなされている。フッ化物の使用に
より、齲食の罹患率が低下したものの、当該疾患は未だ公の健康問題の１つとして存在し
続けている。プラーク中の微生物が食品中の糖及び澱粉を代謝する際に、歯上にプラーク
を蓄積させ、有機酸（プラーク酸）を産生することにより、カリエスが生じると一般に理
解されている。唾液により流される前に、上記の酸は一定時間プラーク中に蓄積すること
によりｐＨが低下し、それが原因となって、エナメル、ヒドロキシアパタイトとして公知
のカルシウム分（特に３価のリンを含むミネラル）の幾つかが溶解（すなわち脱石灰化）
し、齲食（虫歯）及び神経過敏に至る。
【０００４】
　長年にわたり、歯エナメルの溶解又は脱石灰化、及びその結果として生じる齲食の課題
に対処するため、多くの努力が注ぎ込まれてきた。例えば、カゼインリンペプチド－リン
酸カルシウム錯体を歯磨剤として用いることにより、歯の耐齲食性を強化する効果が得ら
れることが公知である。上記錯体（別名ＣＰＰ－ＡＣＰ錯体又はカルシウムカゼインペプ
トン－リン酸カルシウム）は、カゼインリンペプチドによって安定化しているリン酸カル
シウムである。ＣＰＰ－ＡＣＰは、プラーク酸を緩衝しつつ、再石灰化を促進することに
よって、脱石灰化とは反対の作用をする。すなわち、歯表面において、カルシウム及びリ
ン酸イオンを局所化する作用を発揮する。ＣＰＰ－ＡＣＰは、商品名「Ｒｅｃａｌｄｅｎ
ｔ」として市販されている。
【０００５】
　特許文献１及び２は、齲食予防用のカゼインリンペプチドを教示している。特許文献３
は、抗カリエス効果を示すリンペプチド－リン酸カルシウム錯体を教示している。特許文
献４及び５は、重炭酸ナトリウムとカゼインリンペプチドアモルファスリン酸カルシウム
の組合せを含有するチューインガム及び菓子製品を開示している。特許文献６では、リン
ペプチド又はリンタンパク質によって安定化された、非結晶状のリン酸カルシウム又は、
非結晶状のリン酸フッ化カルシウムの過剰担持錯体（ｓｕｐｅｒ－ｌｏａｄｅｄ　ｃｏｍ
ｐｌｅｘｅ）を開示している。
【０００６】
　しかしながら、齲食は、未だ公の健康問題の１つとして存在し続けている。患者及び公
衆にとり、齲食を治療する際のコストは少なくなく、新規なカリエス予防製品の開発に対
するニーズが存在する。
【特許文献１】米国特許第５１３０１２３号
【特許文献２】米国特許第５２２７１５４号
【特許文献３】国際公開第９８／４０４０６号
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【特許文献４】米国特許第６８４６５００号
【特許文献５】米国特許第６７３３８１８号
【特許文献６】国際公開第２００６／１３５９８２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ゆえに、哺乳類の歯エナメルの再石灰化を促進する新規な方法に対するニーズが存在す
る。多くの消費者は、口腔輸送システム、特にシュガー入りチューインガム及び菓子類製
品（通常歯を脱石灰化する）を消費するため、哺乳類の歯エナメルの再石灰化を可能とす
る製品に対するニーズが存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　幾つかの実施形態では、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシ
ウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体、並びに、カルシウム塩、リン酸塩及びそれらの組
み合わせから選択される塩を含有する口腔輸送システムの提供に関する。
【０００９】
　幾つかの実施形態では、カゼインリンタンパク質－リン酸カルシウム、並びに、カルシ
ウム塩、リン酸塩及びそれらの組み合わせから選択される塩を含有する組成物の提供に関
する。当該組成物は、消費されることにより、当該組成物と実質的に同様であるが、カゼ
インリンペプチド－リン酸カルシウム及び塩を含まない組成物より高いレベルで、哺乳類
の歯のエナメル表面下の再石灰化を提供する。
【００１０】
　幾つかの実施形態では、シュガー入りの菓子組成物の提供に関し、当該組成物は、固体
部分及び当該固体部分の溶解部分を含んでなり、当該固体部分及び溶解部分は、製菓用担
体を含有し、当該製菓用担体は、少なくとも１つの糖甘味料、カゼインリンペプチド－リ
ン酸カルシウム及び塩を含有し、当該塩は、カルシウム塩、リン酸塩及びそれらの組み合
わせから選択され、当該カゼインリンペプチド－リン酸カルシウムは、当該組成物中に少
なくとも約０．１重量％の量で存在する。当該組成物は、消費されることにより、当該組
成物と実質的に同様であるが、カゼインリンペプチド－リン酸カルシウム及び塩を含まな
いシュガー入りの菓子組成物より高いレベルで、哺乳類の歯のエナメル表面下の再石灰化
を提供する。
【００１１】
　他の幾つかの実施形態では、シュガー入りの菓子組成物の提供に関し、当該組成物は、
少なくとも１つの糖甘味料を含む製菓用担体、組成物中に少なくとも約０．１重量％の量
で存在するカゼインリンタンパク質－リン酸カルシウム、並びにカルシウム塩、リン酸塩
及びそれらの組み合わせから選択される塩を含有し、当該塩は、組成物中に約１％～約５
重量％の量で存在し、当該組成物は、消費されることにより、哺乳類の歯において少なく
とも約２．８％のレベルでエナメル表面下の再石灰化を提供する。
【００１２】
　幾つかの実施形態では、固体部分及び当該固体部分の溶解部分を含んでなるシュガー入
りチューインガム組成物の提供に関し、当該固体部分は、ガムベース、少なくとも１つの
糖甘味料、カゼインリンペプチド－リン酸カルシウム、並びに、カルシウム塩、リン酸塩
及びそれらの組み合わせから選択される塩を含有し、当該溶解部分は、少なくとも１つの
糖甘味料、カゼインリンペプチド－リン酸カルシウム及び塩を含有し、当該カゼインリン
ペプチド－リン酸カルシウムは、組成物中に少なくとも約０．１重量％の量で存在し、当
該組成物は、消費されることにより、当該組成物と実質的に同様であるが、カゼインリン
ペプチド－リン酸カルシウム及び塩を含まないシュガー入りチューインガム組成物より高
いレベルで、哺乳類の歯のエナメル表面下の再石灰化を提供する。
【００１３】
　幾つかの実施形態では、ガムベース、少なくとも１つの糖甘味料、組成物中に少なくと
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も約０．１重量％の量で存在するカゼインリンペプチド－リン酸カルシウム、並びに組成
物中に約１％～約５重量％の量で存在する、カルシウム塩、リン酸塩及びそれらの組み合
わせから選択される塩を含有するシュガー入りチューインガム組成物の提供に関し、当該
組成物は、消費されることにより、哺乳類の歯において少なくとも約２．８％のレベルで
エナメル表面下の再石灰化を提供する。
【００１４】
　他の幾つかの実施形態では、哺乳類の歯のエナメル表面下の病変を再石灰化する方法の
提供に関し、当該方法は、以下のステップを含んでなる：
（ａ）哺乳類の口腔に口腔輸送システムを投与するステップであって、当該輸送システム
が、
（ｉ）リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウム又はフッ化リン
酸カルシウム錯体と、
（ｉｉ）カルシウム塩、リン酸塩及びそれらの組み合わせから選択される塩を含有するス
テップと、
（ｂ）口腔内に輸送システムを保持するステップであって、当該輸送システムと実質的に
同様であるが、前記リンペプチド若しくはリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウ
ム又はフッ化リン酸カルシウム錯体、並びに前記塩を含まない輸送システムを、同じ時間
消費させるよりも高いレベルで、哺乳類の歯におけるエナメル表面下の病変を再石灰化す
るのに十分な時間、当該輸送システムを保持するステップ。
【００１５】
　更に他の実施形態では、哺乳類の歯におけるエナメル表面下の病変を再石灰化するため
のキットの提供に関し、当該キットは、
（ａ）口腔輸送システムであって、
（ｉ）リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウム又はフッ化リン
酸カルシウム錯体と、
（ｉｉ）カルシウム塩、リン酸塩及びそれらの組み合わせから選択される塩を含んでなり
、消費されることにより、当該輸送システムと実質的に同様であるが、前記リンペプチド
若しくはリンタンパク質で安定化された、リン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシウム
錯体、並びに塩を含まない輸送システムより高いレベルで、哺乳類の歯のエナメル表面下
の再石灰化を提供する、当該口腔輸送システムと、
（ｂ）当該口腔輸送システムを使用するための一組の取扱説明書と、
（ｃ）当該口腔輸送システム及び当該一組の取扱説明書を収納するためのパッケージを含
んでなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本願明細書に記載されている実施形態は、齲歯防止剤であるリンペプチド又はリンタン
パク質で安定化されたリン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体、並びにカルシ
ウム塩及び／又はリン酸塩を含有する、口腔輸送システム（例えばチューインガム及び菓
子類製品）の提供に関する。望ましくは、当該リンペプチドで安定化されたリン酸カルシ
ウムは、カゼインリンペプチド－リン酸カルシウム（ＣＰＰ－ＡＣＰ）である。また、本
願明細書に記載されている実施形態は、哺乳類の歯科衛生を増進するために、かかる口腔
輸送システムを使用する方法の提供に関する。具体的には、上記口腔輸送システムは、消
費されることにより、歯エナメル再石灰化（特に歯のエナメル表面下の病変の再石灰化）
を促進する。
【００１７】
　様々な口腔輸送システムを用いることにより、本願明細書に記載されている歯エナメル
の再石灰化が可能となる。例えば適切な口腔輸送システムとしては、限定されないが、菓
子製品、チューインガム、ゲル、歯磨剤、練り歯磨き、マウスウォッシュ、マウスリンス
、マウススプレー、食用フィルム、飲料、食品などが挙げられる。
【００１８】
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　幾つかの実施形態では、当該口腔輸送システムは、例えば菓子類又はチューインガム組
成物であってもよい。すなわち、これらの組成物はシュガー入り（１つ以上の糖甘味料を
含む）であってもよく、又はシュガーフリー（すなわちシュガーレスの甘味料だけを含む
）であってもよい。特に、本願明細書に記載されている幾つかの実施形態では、哺乳類（
特にヒト）の歯エナメルを再石灰化するための、シュガー入りの菓子又はチューインガム
組成物の提供に関する。シュガー入りの菓子組成物は、製菓用担体を含有してもよく、そ
れは少なくとも１つの糖甘味料、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩及び／又はリン酸塩を
含有する。同様に、シュガー入りチューインガム組成物では、ガムベース、少なくとも１
つの糖甘味料、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含有してもよい。
望ましくは、ＣＰＰ－ＡＣＰは、菓子類又はチューインガム組成物中に少なくとも約０．
１重量％の量で存在する。
【００１９】
　ＣＰＰ－ＡＣＰを、多機能口腔ケア用品の一部として、他の口腔ケア活性物質と共に使
用してもよい。これらの他の口腔ケア活性物質としては、漂白剤、抗菌剤、呼気清涼剤、
知覚過敏防止剤及び他の再石灰化促進剤などが挙げられるが、これらに限定されない。本
願明細書に記載されている口腔輸送システムは、消費されることにより、実質的に同じで
あるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ、並びに及びカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含まない口腔輸
送システムより高いレベルで、哺乳類の歯のエナメル表面下の再石灰化を提供する。
【００２０】
　「実質的に同じ」とは、かかる組成物が、本発明の組成物と同様の成分組成を有するが
、本発明の組成物に含まれる成分組成のうち、幾つか又は全ての成分の量が、不足するＣ
ＰＰ－ＡＣＰ、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩の量を補填するために、わずかに
変化している状態のことを意味する。
【００２１】
　様々な口腔輸送システムを使用した、哺乳類の歯のエナメル表面下の病変の再石灰化方
法もまた、本願明細書に記載されている。
【００２２】
　本願明細書において使用される用語「含んでなる」とは、「含む」、「含有する」又は
「～を特徴とする」と同義的に用いられるが、それらは非排他的若しくはオープンエンド
の意味で用いられるものであり、クレーム中で、前文での使用か又は主文での使用かに関
係なく、実際に記載されていない他の要素又はステップを排除するものではない。
【００２３】
　本発明では、用語「バブルガム」及び「チューインガム」はいずれも同義的に用いられ
、あらゆるガム組成物が包含される。
【００２４】
　本発明の「中心充填」という用語は、中心充填ガム又は菓子製品の最奥の領域を指す。
用語「中心充填」は、ガム又は菓子製品が左右対称であることを必ずしも意味しないが、
少なくとも「中心充填」は製品の他の領域の内部に存在する。幾つかの実施形態では、複
数の中心充填が存在してもよい。
【００２５】
　本発明では、用語「ガム領域」又は「菓子領域」とはそれぞれ、中心充填ガム又は菓子
製品の領域であって、中心充填又は最奥領域に隣接するか、又は少なくとも部分的に囲む
領域のことを指す。幾つかの実施形態では、当該ガム領域又は菓子領域は中間領域である
。
【００２６】
　本発明の用語「コーティング」又は「コーティング領域」とは、中心充填ガム又は菓子
製品の最外領域のことを指す。
【００２７】
　本発明では、用語「囲む」、「包囲する」などは、囲むことに限定されない。これらの
用語は、あらゆる側面を囲む又は画定すること、包囲すること又は包むことを指し、中心
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充填ガム又は菓子製品中の領域において左右対称若しくは同一の厚みを有する態様に限定
されるものではない。
【００２８】
口腔輸送システム：
　口腔輸送システムには通常、充分な時間の口腔内で保持されて、歯の表面と接触し、所
望の活性を呈するあらゆる製品が包含される。本願明細書に記載されている口腔輸送シス
テムは、歯エナメルの再石灰化を促進する。これらの輸送システムは、リンペプチド又は
リンタンパク質で安定化された、リン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体、並
びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含んでなる。幾つかの実施形態では、当該リンペ
プチドはカゼインリンペプチドであり、それはリン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシ
ウムを安定化された可溶性の形態で維持できる。望ましくは、当該錯体はＣＰＰ－ＡＣＰ
である。
【００２９】
　それらが全長のカゼインタンパク質の一部であるか否かに関わらず、活性型のカゼイン
リンペプチドは錯体を形成しうる。トリプシン消化により形成される活性カゼインリンペ
プチドは、米国特許第５０１５６２８号に、以下のペプチドとして記載されている：
Ｂｏｓαｓ２カゼインＸ－５Ｐ（ｆ５９－７９）［１］、
Ｂｏｓβ－カゼインＸ－４Ｐ（ｆ１－２５）［２］、
Ｂｏｓαｓ２－カゼインＸ－４Ｐ（ｆ４６－７０）［３］、及び
Ｂｏｓαｓ２－カゼインＸ－４Ｐ（ｆ１－２１）［４］：
　［１］Ｇｉｎ５９－Ｍｅｔ－Ｇｌｕ－Ａｌａ－Ｇｌｕ－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｉｌｅ－Ｓｅｒ
（Ｐ）－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｇｌｕ－Ｇｌｕ－Ｉｌｅ－Ｖａｌ－Ｐｒｏ－Ａｓ
ｎ－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｖａｌ－Ｇｌｕ－Ｇｉｎ－Ｌｙｓ７９αｓ１（５９－７９）；
　［２］Ａｒｇ１－Ｇｌｕ－Ｌｅｕ－Ｇｌｕ－Ｇｌｕ－Ｌｅｕ－Ａｓｎ－Ｖａｌ－Ｐｒｏ
－Ｇｌｙ－Ｇｌｕ－Ｉｌｅ－Ｖａｌ－Ｇｌｕ－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｌｅｕ－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｓ
ｅｒ（Ｐ）－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｇｌｕ－Ｇｌｕ－Ｓｅｒ－Ｉｌｅ－Ｔｈｒ－Ａｒｇ２５β（
１－２５）；
　［３］Ａｓｎ４６－Ａｌａ－Ａｓｎ－Ｇｌｕ－Ｇｌｕ－Ｇｌｕ－Ｔｙｒ－Ｓｅｒ－Ｉｌ
ｅ－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｇｌｕ－Ｇｌｕ－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ａｌ
ａ－Ｇｌｕ－Ｖａｌ－Ａｌａ－Ｔｈｒ－Ｇｌｕ－Ｇｌｕ－Ｖａｌ－Ｌｙｓ７０αｓ２（４
６－７０）；
　［４］Ｌｙｓ１－Ａｓｎ－Ｔｈｒ－Ｍｅｔ－Ｇｌｕ－Ｈｉｓ－Ｖａｌ－Ｓｅｒ（Ｐ）－
Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｇｌｕ－Ｇｌｕ－Ｓｅｒ－Ｉｌｅ－Ｉｌｅ－Ｓｅｒ（Ｐ）
－Ｇｌｎ－Ｇｌｕ－Ｔｈｒ－Ｔｙｒ－Ｌｙｓ２１αｓ２（１－２１）。
【００３０】
　錯体を形成する活性を有する他のカゼインリンペプチドとしては、Ｓｅｒ（Ｐ）－Ｘａ
ａ－Ｇｌｕ／Ｓｅｒ（Ｐ）の配列を有するペプチドである（Ｓｅｒ（Ｐ）はホスホセリン
残基を表す）。従って、リン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体を安定化させ
る活性を有するリンペプチド又はリンタンパク質は、－Ａ－Ｂ－Ｃ－の配列を含んでなり
、式中、Ａはリン酸アミノ酸（例えばホスホセリン）であり、Ｂはリン酸アミノ酸を含め
たあらゆるアミノ酸であり、Ｃはグルタミン酸、アスパラギン酸又はリン酸アミノ酸のう
ちのいずれか１つである。
【００３１】
　幾つかの実施形態では、錯体（例えばＣＰＰ－ＡＣＰ）は、口腔輸送システム中に少な
くとも約０．１重量％の量で存在する。当該錯体は、幾つかの実施形態では、口腔輸送シ
ステム中に最高約２．５重量％の量で存在してもよい。より詳しくは、幾つかの実施形態
では、当該錯体は、口腔輸送システム中に約１％～約２．５重量％の量で存在してもよい
。
【００３２】
　幾つかの実施形態では、ＣＰＰ－ＡＣＰを、制御放出型のチューインガム又は菓子組成
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物中に添加してもよい。例えば、ＣＰＰ－ＡＣＰを封入することにより、当該成分に制御
放出を付与することができる。通常、ＣＰＰ－ＡＣＰを部分的又は完全に、封入材で封入
することにより、チューインガム又は菓子組成物を消費する間、成分の放出を遅延させる
ことができ、それにより、当該成分が消費者の口、喉及び／若しくは胃内部で利用可能と
なるタイミング、他の成分と反応若しくは混合されることが可能となるタイミング、並び
に／又は、関連する感覚器における知覚、及び／若しくは機能的、治療的利益が得られる
タイミングが遅延する。これは、当該成分が水溶性若しくは少なくとも部分的に水溶性で
ある場合に当てはまる。
【００３３】
　幾つかの実施形態では、ＣＰＰ－ＡＣＰは、カプセル中に封入された形態、及び／又は
カプセル中に封入されない（「フリーの」）形態において使用できる。中心充填型のガム
又は菓子類の実施形態では、ＣＰＰ－ＡＣＰを、例えば、カプセル中に封入された形態、
及び／又はカプセル中に封入されない形態で、当該中心充填型の製品の１つ以上の領域に
添加してもよい。例えば、中心充填ガムでは、カプセル封入されたＣＰＰ－ＡＣＰをガム
領域に含有させ、カプセル封入されていないＣＰＰ－ＡＣＰを中心充填領域に含有させて
もよい。あるいは、幾つかの実施形態では、カプセル封入されたＣＰＰ－ＡＣＰと、カプ
セル封入されていないＣＰＰ－ＡＣＰの組合せを、製品中の同じ領域に含有させてもよい
。カプセル封入された形状と、カプセル封入されていない形状を、同じ量で用いてもよく
、又は異なる量で用いてもよい。
【００３４】
　ＣＰＰ－ＡＣＰの適切な封入材としては、水不溶性のポリマー、コポリマー又は他の材
料であって、当該成分と共に、又は当該成分のために、保護バリアとしての強力なマトリ
ックス、固形コーティング又はフィルムを形成できる材料が挙げられる。幾つかの実施形
態では、当該封入材は、ＣＰＰ－ＡＣＰを完全に囲むか、コーティングするか、カバーす
るか又は封入することができる。他の実施態様において、当該封入材は、ＣＰＰ－ＡＣＰ
を部分的に囲むか、コーティングするか、カバーするか又は封入することができる。異な
る封入材を用いることにより、上記のカプセル封入されたＣＰＰ－ＡＣＰに、異なる放出
速度又は放出プロフィールを提供することができる。幾つかの実施形態では、輸送システ
ムで使用する封入材としては、以下の１つ以上の材料が挙げられる：ポリ酢酸ビニル、ポ
リエチレン、架橋ポリビニルピロリドン、ポリメチルメタクリレート、ポリ乳酸、ポリヒ
ドロキシアルカノエート、エチルセルロース、ポリビニルアセテートフタレート、ポリエ
チレングリコールエステル、メタクリル酸－コ－メチルメタクリレート、エチレン－ビニ
ルアセテート（ＥＶＡ）共重合体など、並びにそれらの組み合わせ。
【００３５】
　適切な封入材及び技術に関するより詳細な説明は、出願人の同時係属中のＰＣＴ出願第
ＰＣＴ／ＵＳ０６／１９７６１号（国際公開第２００６／１２７６１８号として公開）に
記載され、その全開示内容を本願明細書に援用する。
【００３６】
　口腔輸送システムはまた、カルシウム塩、リン酸塩及びそれらの組み合わせから選択さ
れる塩を含有する。上記塩は、被験者の口腔内で、口腔輸送システムの投与の後、カルシ
ウム及び／又はリン酸イオンを放出して歯の表面に輸送し、歯エナメルの再石灰化を促進
する。カルシウム塩及び／又はリン酸塩は、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化さ
れたリン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体とは別の、更なる塩である。
【００３７】
　適切なカルシウム塩としては、塩化カルシウム、乳酸カルシウム、硫酸カルシウム、炭
酸カルシウム、リン酸カルシウム、例えばリン酸１カルシウム、無水リン酸２カルシウム
、リン酸２カルシウム２水和物、α－リン酸３カルシウム、リン酸８カルシウム及びリン
酸４カルシウム、グルタル酸カルシウム、リンゴ酸カルシウム、クエン酸カルシウム、グ
ルコン酸カルシウム、グリセロリン酸カルシウム、フマル酸カルシウム、水酸化カルシウ
ム、酸化カルシウム及びそれらの組み合わせなどが挙げられるが、これらに限定されない
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。
【００３８】
　好適なリン酸塩としては、中性、一塩基及び、二塩基性のリン酸塩が挙げられるが、こ
れらに限定されない。例えば、リン酸ナトリウムを使用できる。
【００３９】
　通常、塩は口腔輸送システム中に約１％～約５重量％の量で存在してもよい。カルシウ
ム塩は、口腔輸送システム中に約１．５％～約３重量％の量で、より好適には口腔輸送シ
ステム中に１．６％～約２．８重量％の量で存在してもよい。リン酸塩は、口腔輸送シス
テム中に約１％～約４重量％の量で、好適には口腔輸送システム中に約１．５％～約４重
量％の量で、より好適には口腔輸送システム中に約１．６％～約３重量％の量で、更に好
適には口腔輸送システム中に約１．２％～約１．８重量％の量で存在してもよい。
【００４０】
　幾つかの実施形態では、上記の口腔輸送システムは、少なくとも約２．８％のレベルで
、歯のエナメル表面下の再石灰化を提供できる。特に、少なくとも約０．５重量％のＣＰ
Ｐ－ＡＣＰを含有する幾つかの実施形態では、少なくとも約２．８％のレベルでエナメル
表面下の再石灰化を提供できる。少なくとも約１％のＣＰＰ－ＡＣＰを含有する他の幾つ
かの実施形態では、少なくとも約８％のレベルでエナメル表面下の再石灰化を提供できる
。
【００４１】
　本発明の幾つかの実施形態では、少なくとも約０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、少なくとも
約１．６％の乳酸カルシウム及び少なくとも約１．５％のリン酸塩（例えばリン酸ナトリ
ウム）を含有することにより、少なくとも約７％のレベルでエナメル表面下の再石灰化が
提供される。他の幾つかの実施形態では、少なくとも約０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、少な
くとも約２．８％の乳酸カルシウム及び少なくとも約１．７％のリン酸塩（例えばリン酸
ナトリウム）を含有する口腔輸送システムの使用により、少なくとも約１２．５％のレベ
ルでエナメル表面下の再石灰化が提供される。更に、本願明細書に記載されている口腔輸
送システムの使用により、硬質の歯エナメルにおける少なくとも約０．３５％のレベルで
の石灰化、幾つかの実施形態では、硬質の歯エナメルにおける少なくとも約０．５％のレ
ベルでの石灰化が提供される。
【００４２】
　対照的に、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウム又はフッ
化リン酸カルシウム錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含まない従来の口腔
輸送システムでは、特に輸送システムがシュガー入りの製品であるとき、歯エナメルを脱
石灰化する傾向を示す。例えば、本願明細書に記載されているそれらと実質的に同様であ
るが、ＣＰＰ－ＡＣＰを含まないシュガー入りの菓子組成物が、歯のエナメル表面下の病
変において約６％の脱石灰化を生じさせることが分かっている。また、本願明細書に記載
されているそれらと実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩及び／又は
リン酸塩を含まないシュガー入りの菓子組成物が、歯のエナメル表面下の病変において約
５．２％の脱石灰化を生じさせることが分かっている。その意味において、シュガー入り
の菓子組成物が歯エナメルの再石灰化を促進できることは予想外であった。
【００４３】
　本願明細書に記載されている幾つかの実施形態では、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウムを
含まない、同様のシュガー入りの組成物及び／又はリン酸塩と比較し、少なくとも約１２
％高いレベルで再石灰化が提供される。更に、幾つかの実施形態では、かかる同様の組成
物と比較し、少なくとも約１８％高いレベルで再石灰化が提供される。幾つかの実施形態
では、口腔輸送システムは、実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ及び塩を含まないシ
ュガーレスの組成物と比較した場合であっても、高いレベルで歯エナメルの再石灰化を促
進する。
【００４４】
　口腔輸送システム中に、例えばキレート剤、食品グレードの酸、過酸化物、可塑剤、軟



(10) JP 5529529 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

化剤、乳化剤、ワックス、充填材、増量剤（担体、増量剤、バルク甘味料）、高強度甘味
料、ミネラル補助剤、風味剤及び着色剤、などの任意の添加物を含有させてもよい。生理
的冷却剤、加温剤、清涼剤、酸化防止剤、酸味料、増粘剤、薬剤、口腔ケア活性剤（例え
ば他の再石灰化剤、抗菌物質及び歯漂白剤）からなる群から選択され従来公知の添加剤を
適当量含有してもよく、それらは、出願人による２００４年７月２９日に出願の同時係属
中の米国特許出願第１０／９０１５１１号（発明の名称「Ｔｏｏｔｈ　Ｗｈｉｔｅｎｉｎ
ｇ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｔｈｅｒ
ｅｆｏｒ」、全開示内容を本発明に援用する）にて説明されている。これらの添加剤は、
複数の効果を奏することもある。
【００４５】
　幾つかの実施形態では、キレート剤を含有させてもよい。キレート剤は、金属イオン（
例えば口腔内細菌の細胞壁に存在するカルシウム）と強力に相互作用する。キレート剤に
より、バイオマスを完全な状態に保つのを補助カルシウム架橋からカルシウムが除去され
、プラーク崩壊に至ることもある。口腔輸送システムのおけるキレート剤としての用途に
適する物質の１つのグループとして、ポリリン酸塩が挙げられる。幾つかの実施形態では
、キレート剤は、以下から選択されるリン酸塩である：ピロリン酸塩、三リン酸塩、ポリ
リン酸塩、ポリホスホン酸塩及びそれらの組み合わせ。キレート剤は、ピロリン酸２アル
カリ金属塩、ポリリン酸４アルカリ金属塩又はそれらの組み合わせであってもよい。例え
ば、幾つかの実施形態では、当該キレート剤は、以下から選択されることができる：ピロ
リン酸４ナトリウム、ピロリン酸４カリウム、ポリリン酸３ナトリウム及びこれらの組合
せ。口腔輸送システムで使用できる他のキレート剤としては、酒石酸及びその塩、クエン
酸及びクエン酸アルカリ金属塩及びそれらの混合物などが挙げられる。
【００４６】
　食品グレードの酸としては、限定はされないが、酢酸、アジピン酸、アスコルビン酸、
酪酸、クエン酸、ギ酸、フマル酸、グルコン酸、乳酸、リンゴ酸、リン酸、シュウ酸、コ
ハク酸、酒石酸、及びそれらの組み合わせが挙げられる。幾つかの実施形態では食品グレ
ードの酸を含有することが望ましい場合もあり、他の実施形態では、酸を含有しないのが
望ましい場合もある。
【００４７】
　幾つかの実施形態では、口腔輸送システムは、更なる重炭酸ナトリウムを含有しないの
が好ましい。より詳しくは、若干の周知の輸送システムでは、上記の米国特許第６８４６
５００号にて説明されるように、ＣＰＰ－ＡＣＰと共に０．１％～１５重量％の重炭酸ナ
トリウムを含有し、それを消費することにより、プラークが減少するという場合もある。
重炭酸ナトリウムはまた、充填材としてもしようできる。本願明細書に記載されている実
施形態では、更なる重炭酸ナトリウムを含まなくてもよいか、又は０．１重量％未満の重
炭酸ナトリウムを含んでもよい。同様に、本願明細書に記載されている幾つかの実施形態
では、いかなるミネラル質充填剤も含まなくてもよい。しかしながら、他の実施形態では
、重炭酸ナトリウムを含んでもよい。
【００４８】
　上記したように、一般的に用いられるあらゆる口腔輸送システムを用いて、本願明細書
に記載されているように、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシ
ウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩を輸送す
ることができる。好適な口腔輸送システムとしては、菓子製品、チューインガム、ゲル類
、歯磨剤、練り歯磨き、マウスウォッシュ、マウスリンス、マウススプレー、食用フィル
ム、飲料及び食品などが挙げられるが、これらに限定されない。これらの口腔輸送システ
ムの幾つかの実施形態を、以下で更に詳細に記載する。
【００４９】
菓子組成物
　本願明細書に記載されている幾つかの実施形態では、チューインガム組成物以外の菓子
組成物（キャンディを含む）の提供に関する。上記菓子組成物は、齲歯防止剤である、リ
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ンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシ
ウム錯体（例えばＣＰＰ－ＡＣＰ）、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含んでな
る。菓子組成物はまた、製菓用担体を含んでなる。幾つかの実施形態では、少なくとも１
つの糖甘味料を含有する、シュガー入りの菓子組成物の提供に関する。上記シュガー入り
の菓子組成物は、糖甘味料に加えて、シュガーレスの甘味料を含有してもよい。他の実施
形態では、シュガーレスの甘味料のみを含有するシュガーレスの菓子組成物の提供に関す
る。本願明細書に記載されている菓子組成物は、本発明の組成物と実質的に同様であるが
、ＣＰＰ－ＡＣＰ、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含まない菓子組成物と比較
し、高いレベルで歯エナメルの再石灰化を促進する。
【００５０】
　菓子組成物は、様々な形態（例えばハードキャンディ、ソフトキャンディ、綿菓子、タ
ブレット、ロゼンジ、ヌガー、キャラメル、フラッペ及びタフィー）で提供されてもよい
。上記菓子組成物は、少なくとも１つの風味剤及び様々な任意の添加物を含有してもよい
。
【００５１】
　製菓用担体は、少なくとも１つの甘味料を含有する。糖類（砂糖及び／又はシュガーレ
スの甘味料を含む）が使用できる。シュガー入りの菓子組成物は、シュガーレスの甘味料
を含まなくてもよいが、幾つかの実施形態では、少なくとも１つの糖甘味料に加えてシュ
ガーレスのバルク甘味料及び／又は高強度甘味料を含有してもよい。しかしながら、シュ
ガーレスの菓子組成物は、シュガーレスの甘味料のみを含有する。
【００５２】
　好適な製菓用担体に使用する糖甘味料としては、単糖類、二糖類及び多糖類（例えば限
定されないがショ糖（砂糖）、デキストロース、マルトース、デキストリン、キシロース
、リボース、グルコース、マンノース、ガラクトース、フルクトース（リブロース）、転
化糖、フルクトオリゴ糖シロップ、部分加水分解された澱粉、コーンシロップ固形物及び
それらの混合物）が挙げられる。製菓用担体は、糖甘味料に加えて、従来技術において公
知の担体から選択される様々な任意の構成要素を含有してもよい。適切な担体の選択は、
調製しようとする菓子のタイプに依存する。
【００５３】
　好適なシュガーレスのバルク甘味料としては、糖アルコール（又はポリオール）（例え
ばソルビトール、キシリトール、マンニトール、ガラクチトール、マルチトール、水素化
イソマルツロース（ＩＳＯＭＡＬＴ）、ラクチトール、エリトリトール、水素化澱粉加水
分解物及びそれらの混合物）が挙げられる。
【００５４】
　好適な水素化澱粉加水分解物としては、米国特許第４２７９９３１号に記載のもの、及
び様々な水素化ブドウ糖シロップら及び／又は粉末（ソルビトール、マルチトール、水素
化二糖類、水素化多糖類又はそれらの混合物）などが挙げられる。水素化澱粉加水分解物
は、条件制御下での、主にコーンシロップの触媒的な水素化処理により調製される。得ら
れる水素化澱粉加水分解物は、糖のモノマー、二量体及び重合体の混合物である。これら
の様々な糖比率により、水素化澱粉加水分解物の特性が様々に変化する。水素化された澱
粉加水分解物の混合物としては、例えばＬＹＣＡＳＩＮ（登録商標）（フランスのＲｏｑ
ｕｅｔｔｅ　Ｆｒｅｒｅｓ社により製造される市販品）、及びＨＹＳＴＡＲ（登録商標）
（ＳＰＩ　Ｐｏｌｙｏｌｓ社（ニューキャッスル、デラウェア）製の市販品）もまた有用
である。
【００５５】
　幾つかの実施形態では、高強度甘味料を用いてもよい。特定の甘味料に限定されないが
、代表的なカテゴリー及び例としては、以下のものが挙げられる：（ａ）水溶性甘味料（
例えばジヒドロカルコン、モネリン、ステビオサイド、グリチルリジン、ジヒドロフラベ
ノール、砂糖アルコール（例えばソルビトール、マンニトール、マルチトール、キシリト
ール、エリトリトール）、及びＬ－アミノジカルボキシル酸アミノアルケン酸エステルア
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ミド（例えば米国特許第４６１９８３４号に開示され、その開示内容を本願明細書に援用
する）、及びそれらの混合物）；（ｂ）水溶性人工甘味料（例えば可溶なサッカリン塩（
すなわちナトリウム又はカルシウムのサッカリン塩）、チクロ塩、３，４－ジヒドロ－６
－メチル－１，２，３－オキサチアジン－４－オン－２，２－ジオキシドのナトリウム、
アンモニウム又はカルシウム塩、３，４－ジヒドロ－６－メチル－１，２，３－オキサチ
アジン－４－１－２，２－ジオキシドのカリウム塩（アセスルフェーム－Ｋ）、フリーの
酸形態のサッカリン、及びそれらの混合物）；（ｃ）ジペプチドベース甘味料（例えばＬ
－アスパラギン酸由来の甘味料、例えばＬ－アスパルチル－Ｌ－フェニルアラニンメチル
エステル（アスパルテーム）、Ｎ－［Ｎ－（３，３－ジメチルブチル）－Ｌ－α－アスパ
ルチル］－Ｌ－フェニルアラニン１－メチルエステル（ネオテーム）、及び米国特許第３
４９２１３１号に記載の材料である、Ｌ－α－アスパルチル－Ｎ－（２，２，４，４－テ
トラメチル－３－チエタニル）－Ｄ－アラニンアミド水和物（アリテーム）、Ｌ－アスパ
ルチル－Ｌ－フェニルグリセリン及びＬ－アスパルチル－Ｌ－２，５－ジヒドロフェニル
－グリシンのメチルエステル、Ｌ－アスパルチル－２，５－ジヒドロ－Ｌ－フェニルアラ
ニン、Ｌ－アスパルチル－Ｌ－（１－シクロヘキセン）－アラニン、及びそれらの混合物
）；（ｄ）天然の水溶性甘味料に由来する水溶性甘味料（例えば通常の糖（スクロース）
の塩素化誘導体、例えばクロロデオキシスクロース誘導体（クロロデオキシ糖誘導体又は
クロロデオキシガラクトスクロース誘導体（例えばスクラロースの製品名で公知）））；
クロロデオキシスクロース及びクロロデオキシガラクトスクロース誘導体の例としては、
限定されないが、以下のものが挙げられる：１－クロロ－１’－デオキシスクロース、４
－クロロ－４－デオキシ－α－Ｄ－ガラクトピラノシル－α－Ｄ－フルクトフラノシド又
は４－クロロ－４－デオキシガラクトスクロース、４－クロロ－４－デオキシ－α－Ｄ－
ガラクトピラノシル－１－クロロ－１－デオキシ－β－Ｄ－フルクト－フラノシド又は４
，１’－ジクロロ－４，１－ジデオキシガラクトスクロース、１’，６’－ジクロロ－１
’，６’－ジデオキシスクロース、４－クロロ－４－デオキシ－α－Ｄ－ガラクトピラノ
シル－１，６－ジクロロ－１，６－ジデオキシ－β－Ｄ－フルクトフラノシド又は４，１
’，６’－トリクロロ－４，１’，６’－トリデオキシガラクトスクロース、４，６－ジ
クロロ－４，６－ジデオキシ－α－Ｄ－ガラクトピラノシル－６－クロロ－６－デオキシ
－β－Ｄ－フルクトフラノシド又は４，６，６’－トリクロロ－４，６，６’－トリデオ
キシガラクトスクロース、６，１’，６’－トリクロロ－６，１’，６’－トリデオキシ
スクロース、４，６－ジクロロ－４，６－ジデオキシ－α－Ｄ－ガラクト－ピラノシル－
１，６－ジクロロ－１，６－ジデオキシ－β－Ｄ－フルクトフラノシド又は４，６，１’
，６’－テトラクロロ－４，６，１’，６’－テトラデオキシガラクト－スクロース、４
，６，１’，６’－テトラデオキシ－スクロース及びそれらの混合物；（ｅ）タンパク質
ベースの甘味料（例えばｔｈａｕｍａｏｃｃｏｕｓ　ｄａｎｉｅｌｌｉ（タウマチンＩ及
びＩＩ））及びタリン；（ｆ）甘味料モンタチン（２－ヒドロキシ－２－（インドール－
３－イルメチル）－４－アミノグルタル酸）及びその誘導体；（ｇ）甘味料ロハングオ（
Ｌｏ　ｈａｎ　ｇｕｏ）（「ロハンクオ」（Ｌｏ　ｈａｎ　ｋｕｏ）とも呼ばれる）。
【００５６】
　高強度甘味料を、公知の様々な物理的形状において用いてもよく、それにより、初期の
甘味のバースト効果、及び／又は長期にわたる甘味の持続効果が得られる。限定されない
が、かかる物理的形状としては、フリーの形状（例えば噴霧乾燥、粉末状）、ビーズの形
状、カプセル形状及びそれらの組合せなどが挙げられる。使用する甘味料又は甘味料の組
合せに応じて、高強度甘味料を、組成物の重量に対して約０．００１％～約３％の量で存
在させてもよい。
【００５７】
　一般に、ハードキャンディは、糖又はシュガーレス甘味料と、非結晶若しくはガラス質
の状態が維持された他の炭水化物増量剤との混合物を含んでなるベースを有する。幾つか
の実施形態では、少なくとも１つの甘味料自体が菓子組成物のための担体として機能して
もよく、又は更なる担体成分を使用してもよい。下記の甘味料のいずれを用いてもよい。
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ハードキャンディの組成及びの調製に関する総説が、Ｅ．Ｂ．Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｅｄ．“
Ｓｕｇａｒ　Ｃｏｎｆｅｃｔｉｏｎｅｒｙ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ”，２ｎｄ　ｅｄｉ
ｔｉｏｎ，Ｂｌａｃｋｉｃ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　＆　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｐｒｅ
ｓｓ，Ｇｌａｓｇｏｗ　ＵＫ，（１９９０），ｐ１２９－１６９、及び、Ｈ．Ａ．Ｌｉｅ
ｂｅｒｍａｎ，Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ：Ｔａｂｌｅ
ｔｓ，Ｖｏｌｕｍｅ　１（１９８０），Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ
　Ｙｏｒｋ，Ｎ．Ｙ．ｐ３３９－４６９に記載されている。
【００５８】
　かかる菓子組成物は、燃焼調理器具、真空調理器具、及び表面かき取り式調理器具（ま
た高速空気式調理器具（ｈｉｇｈ　ｓｐｅｅｄ　ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ　ｃｏｏｋｅｒ
）と呼ばれる）などの従来の方法によって通常どおりに調製できる。
【００５９】
　燃焼調理器具は、従来のキャンディベースの調製方法において用いられる。この方法で
は、増量剤が溶融するまで、所望の量の炭水化物増量剤をケトル中で加熱することによっ
て、水中に溶解させる。更なる増量剤を添加し、最終的な温度が１４５℃～１５６℃とな
るまで調理を継続してもよい。その後、バッチを冷却し、プラスチック状の塊とし、芳香
剤及び着色剤などの添加剤を混合する。
【００６０】
　高速空気式調理器具では、熱交換表面を使用し、キャンディをフィルム状に熱交換表面
上に拡散させ、キャンディを数分以内に１６５℃～１７０℃に加熱する。更にキャンディ
を１００℃～１２０℃に急冷し、プラスチック状の塊とし、芳香剤及び着色剤などの添加
剤を混合する。
【００６１】
　真空調理器具では、炭水化物増量剤を１２５℃～１３２℃に加熱し、その後真空を適用
し、更なる加熱を行わずに余分な水を蒸発除去する。料理終了時には上記の塊は半固体状
となり、プラスチック様のコンシステンシーを有する。この時点で、通常の機械的混合を
行い、風味剤、着色剤及び他の添加物を上記の塊に添加して混合する。
【００６２】
　従来のハードキャンディの製造において、風味剤、着色剤及び他の添加物を均一に混合
するために必要となる最適な混合方法は、材料が均一に分配されるのに必要な時間により
決定される。通常、４～１０分間の混合時間が許容範囲であることがわかっている。
【００６３】
　適切なキャンディの塊を調製した後、それを適切なサイズにカットするか、又は所望の
形状に成形してもよい。様々な成形技術を利用して、最終製品を所望の形状及び寸法にし
てもよい。
【００６４】
　ソフトキャンディ組成物としては、フォンダン、キャラメル、タフィー、ファッジ、マ
シュマロ及びヌガーなどが挙げられ、またジャム及びゼリーなども包含されうる。ソフト
キャンディ組成物（例えばヌガー）の調製は、従来の方法で行ってもよく、例えば以下の
２つの主成分を混合することにより行われる：（１）高沸点シロップ、及び（２）比較的
軽いきめのあるフラッペ（通常卵アルブミン、ゼラチン、植物タンパク（大豆由来化合物
）、牛乳由来化合物（例えば牛乳タンパク質）、及びそれらの混合物）。かかるキャンデ
ィの組成及び調製に関する総説は、Ｅ．Ｂ．Ｊａｃｋｓｏｎ．Ｅｄ．“Ｓｕｇａｒ　Ｃｏ
ｎｆｅｃｔｉｏｎｅｒｙ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ”，２ｎｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｂｌａ
ｃｋｉｅ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　＆　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｐｒｅｓｓ．Ｇｌａｓｇ
ｏｗ　ＵＫ（１９９０），ｐ１７０－２３５に記載されている。
【００６５】
　ソフトキャンディ中の高沸点シロップ又は「ボブシロップ」は、比較的粘稠性で、フラ
ッペ成分より高い密度を有し、通常顕著な量の炭水化物増量剤（例えば水素化された澱粉
加水分解物）を含有する。従来、最終的なヌガー組成物は、フラッペを撹拌しながら「ボ
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ブシロップ」を添加して、ベースとなるヌガー混合物を形成させることにより調製する。
更にその後で、調味料、更なる炭水化物増量剤、着色剤、防腐剤、薬剤などの成分、及び
それらの混合物を、撹拌しながら添加することもできる。ヌガーキャンディの組成及び調
製に関する総説は、Ｂ．Ｗ．Ｍｉｎｉｆｉｅ，Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ，Ｃｏｃｏａ　ａｎｄ
　Ｃｏｎｆｅｃｔｉｏｎｅｒｙ：Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２ｎ
ｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，ＡＶＩ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，Ｉｎｃ．，Ｗｅｓｔｐｏ
ｒｔ，Ｃｏｎｎ．（１９８０），ｐ４２４－４２５に記載されており、その開示内容を本
願明細書に援用する。
【００６６】
　ソフトキャンディの調製は、公知の手順を用いて行われる。通常、フラッペ成分を最初
に調製し、その後、シロップ成分を撹拌しながら少なくとも６５℃の温度、好ましくは少
なくとも１００℃の温度で徐々に添加する。上記の成分の混合を継続し、均一な混合物を
調製し、その後、当該混合物を８０℃以下の温度に冷却し、その時点で風味剤をすること
ができる。上記混合物を更に、除去可能な、適切なキャンディ形状の成形が可能となるま
で、一定時間混合する。
【００６７】
　圧縮タブレット菓子組成物は、特定の材料を含有し、加圧下で一定の構造に成形される
。これらの菓子は通常糖又は糖代替物（組成物の約９５重量％まで）、及び典型的なタブ
レット賦形剤（例えば結合剤及び潤滑剤）を含有する。
【００６８】
　通常、製菓用担体を菓子組成物の約５％～約９９重量％の量で存在させる。より具体的
には、製菓用担体は、菓子組成物の約８０％～約９９重量％の量で存在させてもよい。上
記甘味料は通常、菓子組成物の約５％～約９９重量％の量で存在させてもよい。
【００６９】
　上記の通り、ＣＰＰ－ＡＣＰは、菓子組成物中に約０．１％～約２．５重量％の量で存
在してもよい。幾つかの実施形態では、ＣＰＰ－ＡＣＰは、組成物中に約１％～約２．５
重量％の量で存在してもよい。菓子組成物から形成される菓子類製品は、例えば、幾つか
のの実施形態では約３８ｍｇのＣＰＰ－ＡＣＰを含有してもよい。他の幾つかの実施形態
では、菓子類製品は例えば、約２５ｍｇのＣＰＰ－ＡＣＰ、及び約１５０ｍｇの乳酸カル
シウムを含有してもよい。かかる菓子組成物は、かかる実施形態により提供される組成物
と実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウムを含まない菓子組成物及び／又
はリン酸塩と比較し、高いレベルで歯エナメル再石灰化を提供する。
【００７０】
　例えば、幾つかの実施形態では、少なくとも約０．５％のＣＰＰ－ＡＣＰを含有するシ
ュガー入りの菓子組成物の使用により、少なくとも約２．８％高いレベルでエナメル表面
下の再石灰化が提供される。他の幾つかの実施形態では、少なくとも約１％のＣＰＰ－Ａ
ＣＰを含有するシュガー入りの菓子組成物の使用により、少なくとも約８％高いレベルで
エナメル表面下の再石灰化が提供される。
【００７１】
　対照的に、ＣＰＰ－ＡＣＰを含まない従来のシュガー入りの菓子組成物は、歯エナメル
を脱石灰化する傾向を示す。特に、上記したように、本願明細書に記載されているものと
実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰを含まないシュガー入りの菓子組成物では、歯の
エナメル表面下の病変において約６％高いレベルで脱石灰化を生じさせることが分かって
いる。その意味において、シュガー入りの菓子組成物が歯エナメルの再石灰化を促進でき
ることは予想外であった。
【００７２】
　幾つかの実施形態では、少なくとも約０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、少なくとも約１．６
％の乳酸カルシウム及び少なくとも約１．５％のリン酸塩を含有するシュガー入りの菓子
組成物の使用により、少なくとも約７％高いレベルで、エナメル表面下の再石灰化が提供
される。他の幾つかの実施形態では、少なくとも約０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、少なくと
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も約２．８％の乳酸カルシウム、及び少なくとも約１．７％のリン酸塩を含有するシュガ
ー入りの菓子組成物の使用により、少なくとも約１２．５％高いレベルでエナメル表面下
の再石灰化が提供される。更に、幾つかの実施形態では、シュガー入りの菓子組成物は、
少なくとも約０．３５％のレベルでの硬質の歯エナメルの再石灰化、また幾つかの実施形
態では少なくとも約０．５％のレベルでの硬質の歯エナメルの再石灰化が提供される。
【００７３】
　対照的に、ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸塩を含まない従来のシュガー入
りの菓子組成物では、歯エナメルを脱石灰化する傾向を示す。特に、本願明細書に記載さ
れているものと実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩及び／又はリン
酸塩を含まないシュガー入りの菓子組成物では、歯のエナメル表面下の病変において、約
５．２％高いレベルで脱石灰化を生じさせることが分かっている。その意味において、シ
ュガー入りの菓子組成物が歯エナメルの再石灰化を促進できることは予想外であった。本
願明細書に記載されている幾つかの実施形態では、ＣＰＰ－ＡＣＰ、並びにカルシウム塩
及び／又はリン酸塩を含まない、同様のシュガー入りの菓子組成物と比較し、少なくとも
約１２％高いレベルで再石灰化が提供される。幾つかの実施形態では、かかる同様の菓子
組成物と比較し、少なくとも約１８％高いレベルで再石灰化が提供される。幾つかの実施
形態では、シュガー入りの菓子組成物であっても、それと実質的に同じであるが、ＣＰＰ
－ＡＣＰ、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含まないシュガーレスの組成物と比
較し、高いレベルで歯のエナメルの再石灰化を促進することが分かっている。
【００７４】
　上記菓子組成物はまた、上記のように従来耕地の添加物を適当量で含有してもよい。
【００７５】
　幾つかの実施形態では、上記菓子組成物は、少なくとも１つの風味剤（フレーバー剤、
調味料又は香味剤）を含有してもよい。上記の少なくとも１つの風味剤は、当業者に公知
の、例えば天然及び人工香味料であってもよい。これらの風味剤は、合成フレーバーオイ
ル及び香味性の芳香族化合物及び／又はオイル、植物、葉、花、果実等に由来するオレオ
レジン及び抽出物、並びにそれらの組合せから適宜選択できる。非限定的な代表的な香味
オイルとしては、スペアミントオイル、シナモンオイル、ウインターグリーンオイル（メ
チルサリチレート）、ペパーミントオイル、ハッカオイル、クローブオイル、ベイオイル
、アニスオイル、ユーカリオイル、タイムオイル、スギの葉オイル、ナツメグオイル、オ
ールスパイス、セージオイル、メイス、ビターアーモンドオイル及びカッシアオイルなど
が挙げられる。また、有用な調味料としては、人工、天然及び合成のフルーツフレーバー
（バニラ）、シトラスオイル（レモン、オレンジ、ライム、グレープフルーツ、ユズ、ス
ダチ）、フルーツエッセンス（リンゴ、西洋ナシ、桃、ブドウ、ブルーベリー、イチゴ、
キイチゴ、サクランボ、プラム、パイナップル、スイカ、アプリコット、バナナ、メロン
、アプリコット、ウメ、サクランボ、キイチゴ、ブラックベリー、トロピカルフルーツ、
マンゴー、マンゴスチン、ザクロ、パパイアその他）などが挙げられる。放出プロフィー
ルを制御できる他の風味剤としては、ミルクフレーバー、バターフレーバー、チーズフレ
ーバー、クリームフレーバー及びヨーグルトフレーバー、バニラフレーバー、紅茶又はコ
ーヒーフレーバー（例えば緑茶フレーバー、ウーロン茶フレーバー、紅茶フレーバー、コ
コアフレーバー、チョコレートフレーバー及びコーヒーフレーバー）、ミントフレーバー
（例えばペパーミントフレーバー、スペアミントフレーバー及びハッカフレーバー）、ス
パイシーフレーバー（例えば阿魏フレーバー、アジョワンフレーバー、アニスフレーバー
、アンゼリカフレーバー、ウイキョウフレーバー、オールスパイスフレーバー、シナモン
フレーバー、カモミールフレーバー、マスタードフレーバー、カルダモンフレーバー、キ
ャラウェーフレーバー、クミンフレーバー、クローブフレーバー、コショウフレーバー、
コリアンダフレーバー、サッサフラスフレーバー、サボリーフレーバー、サンショウフレ
ーバー、シソフレーバー、ビャクシンベリーフレーバー、ジンジャーフレーバー、スター
アニスフレーバー、セイヨウワサビフレーバー、タイムフレーバー、タラゴンフレーバー
、イノンドフレーバー、トウガラシフレーバー、ナツメグフレーバー、バジルフレーバー
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、マヨラナフレーバー、ローズマリーフレーバー、ベイリーフフレーバー及びワサビ（日
本のセイヨウワサビ）フレーバー）、アルコールフレーバー（例えばワインフレーバー、
ウィスキーフレーバー、ブランデーフレーバー、ラムフレーバー、ジンフレーバー及びリ
キュールフレーバー）、フローラルフレーバー、ベジタブルフレーバー（例えばタマネギ
フレーバー、ガーリックフレーバー、キャベツフレーバー、ニンジンフレーバー、セロリ
フレーバー、キノコフレーバー及びトマトフレーバー）などが挙げられる。これらの風味
剤は、液体又は固体として用いてもよく、また別個に用いてもよく、あるいは混合物とし
て用いてもよい。通常用いられる風味剤としては、ペパーミント、メントール、スペアミ
ントなどのミントフレーバー、人工バニラ、シナモン誘導体及び様々なフルーツフレーバ
ーなどを個々に使用するか、又は混合物として使用したフレーバーである。風味剤の使用
により、息を爽快にする特性を付与することもでき、例えば、特にミントフレーバーを以
下に記載する冷却剤と組み合わせて用いてもよい。
【００７６】
　幾つかの実施形態では、他の風味剤としてはアルデヒド及びエステルが挙げられ、例え
ば酸酢シナミル、シナミルアルデヒド、シトラールジエチルアセタール、酢酸ジヒドロカ
ルビル、ギ酸オイゲニル、ｐ－メチルアニソールなどが使用できる。一般的な風味剤又は
食品添加物として、Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｕｓｅｄ　ｉｎ　Ｆｏｏｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ，ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　１２７４，ｐ６３－２５８（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｃａ
ｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）に記載のものを使用してもよい。この刊行物は、本
願明細書に援用する。これらには、天然の風味剤及び合成風味剤が含まれる。
【００７７】
　アルデヒド系の風味剤の更なる例としては、限定されないが、アセトアルデヒド（リン
ゴ）、ベンズアルデヒド（サクランボ、アーモンド）、アニスアルデヒド（カンゾウ、ア
ニス）、桂皮アルデヒド（シナモン）、シトラール（α－シトラールなど）（レモン、ラ
イム）、ネラール（β－シトラール）（レモン、ライム）、デカナール（オレンジ、レモ
ン）、エチルバニリン（バニラ、クリーム）、ヘリオトロープ（すなわちピペロナール）
（バニラ、クリーム）、バニリン（バニラ、クリーム）、α－アミル桂皮アルデヒド（ス
パイシーでフルーティーな風味）、ブチルアルデヒド（バター、チーズ）、バアレルアル
デヒド（バター、チーズ）、シトロネラール（調整剤、多数のタイプ）、デカナール（シ
トラスフルーツ）、アルデヒドＣ－８（シトラスフルーツ）、アルデヒドＣ－９（シトラ
スフルーツ）、アルデヒドＣ－１２（シトラスフルーツ）、２－エチルブチルアルデヒド
（ベリーフルーツ）、ヘキセナール（ｔｒａｎｓ－２）（ベリーフルーツ）、トリルアル
デヒド（サクランボ、アーモンド）、ベラトラルデヒド（バニラ）、２，６－ジメチル－
５－ヘプタナール（メローナル、メロン）、２，６－ジメチルオクタナール（グリーンフ
ルーツ）及び２－ドデセナール（シトラス、マンダリン）、サクランボ、ブドウ、ブルー
ベリー、ブラックベリー、イチゴショートケーキ、並びにそれらの混合物などが挙げられ
る。
【００７８】
　幾つかの実施形態では、風味剤は、液体状及び／又は乾燥状のものを使用してもよい。
後者の形態を使用する場合、液体の噴霧乾燥などの、適切な乾燥手段が使用可能である。
あるいは、上記の風味剤を、水溶性材料（例えばセルロース、澱粉、砂糖、マルトデキス
トリン、アラビアなど）を用いて吸収させるか、又はカプセル封入してもよい。更に他の
実施形態では、上記風味剤はシリカ、ゼオライトなどへ吸着させてもよい。
【００７９】
　幾つかの実施形態では、上記の風味剤は、様々な物理的形状として用いてもよい。限定
されないが、かかる物理的形状としては、フリーの形状（例えば噴霧乾燥、粉末状）、ビ
ーズ形状、カプセル封入された形状、及びそれらの組み合わせが挙げられる。
【００８０】
　通常、少なくとも１つの風味剤を、菓子組成物中に約０．１％～約１５重量％の量で存
在させる。より具体的には、風味剤を、菓子組成物中に約０．５％～約５．０重量％の量
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で存在させてもよい。
【００８１】
　所望の着色効果を生じさせるのに効果的な量の着色剤を用いてもよい。上記着色剤とし
ては色素が挙げられ、菓子組成物の重量に対して最高約６％の量で添加することが可能で
ある。例えば、二酸化チタンを、組成物の重量に対して～約２％、好ましくは～約１％未
満までの量で添加することが可能である。着色剤として、食品、薬剤及び化粧品用途に適
する天然の食品用着色剤及び色素を使用してもよい。これらの着色剤は、Ｆ．Ｄ．＆Ｃ．
色素及びレイク（ｌａｋｅ）として公知である。上記の用途に使用できる材料は、好まし
くは水溶性材料である。非限定的な例としては、Ｆ．Ｄ．＆Ｃ．ブルーＮｏ．２として公
知のインジゴイド色素（５，５－インジゴチンジスルホン酸の２ナトリウム塩）が挙げら
れる。同様に、Ｆ．Ｄ．＆Ｃ．グリーンＮｏ．１として公知の色素、トリフェニルメタン
色素が挙げられ、それは４－［４－（Ｎ－エチル－ｐ－スルホニウムベンジルアミノ）ジ
フェニルメチレン］－［１－（Ｎ－エチル－Ｎ－ｐ－スルホニウムベンジル）－δ－２，
５－シクロヘキサジエンイミン］の１ナトリウム塩である。全てのＦ．Ｄ．＆Ｃ．着色剤
の詳細な説明、及びそれらの対応する化学構造式は、Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ　Ｅｎｃｙ
ｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，３ｒｄ　Ｅｄｉｔ
ｉｏｎ，ｉｎ　ｖｏｌｕｍｅ　５、ｐ８５７－８８４，に記載されており、その開示内容
を本発明に援用する。
【００８２】
　様々な公知の冷却剤を使用してもよい。例えば、有用な冷却剤としては、メントール、
キシリトール、エリトリトール、メンタン、メントン、酢酸メンチル、サリチル酸メンチ
ル、Ｎ，２，３－トリメチル－２イソプロピルブタンアミド（ＷＳ－２３）、Ｎ－エチル
－ｐ－メンタン－３－カルボキサミド（ＷＳ－３）、琥珀酸メンチル、３，１－メントキ
シプロパン　１，２－ジオール及びグルタル酸エステルなどが挙げられる。これらの、ま
た他の好適な冷却剤に関しては、米国特許第４２３０６８８号及び第４０３２６６１号（
Ｒｏｗｓｅｌｌら）、第４４５９４２５号（Ａｍａｎｏら）、第４１３６１６３号（Ｗａ
ｔｓｏｎら）、及び第５２６６５９２号（Ｇｒｕｂら）に記載されており、それらの全開
示内容を本願明細書に参照により援用する。
【００８３】
　加温剤を、公知の多様な化合物から選択し、個々のユーザーに温感を与えるように調製
してもよい。これらの化合物は、特に口腔において温感を提供し、風味剤、甘味料及び他
の感覚刺激成分による感覚を強化する機能を発揮することもある。有用な加温剤としては
、少なくとも１つのアリルビニル成分を有するものが挙げられ、それは口腔内の受容体と
結合する性質を有する。適切な加温剤の例としては、限定されないが、バニリルアルコー
ルｎ－ブチルエーテル（ＴＫ－１０００（高砂香料工業社、東京、日本）、バニリルアル
コールｎ－プロピルエーテル、バニリルアルコールイソプロピルエーテル、バニリルアル
コールイソブチルエーテル、バニリルアルコールｎ－アミノエーテル、バニリルアルコー
ルイソアミルエーテル、バニリルアルコールｎ－ヘキシルエーテル、バニリルアルコール
メチルエーテル、バニリルアルコールエチルエーテル、ジンゲロール、ショーガオール、
パラドール、ジンゲロン、カプサイシン、ジヒドロカプサイシン、ノルジヒドロカプサイ
シン、ホモカプサイシン、ホモジヒドロカプサイシン、エタノール、イソプロピルアルコ
ール、イソアミルアルコール、ベンジルアルコール、グリセリン、クロロホルム、オイゲ
ノール、シナモンオイル、桂皮アルデヒド、それらのホスフェート誘導体、並びにそれら
の組み合わせなどが挙げられる。
【００８４】
　清涼剤を使用することにより、ユーザーに清涼感、刺激感又は麻痺感を提供することが
できる。清涼剤としては、限定されないが、ジャンブーオレオレシン又はパラクレス（ス
ピランテス種）（有効成分スピラントール）、日本トウガラシ抽出物（Ｚａｎｔｏｘｙｌ
ｕｍ　ｐｅｐｅｒｉｔｕｍ）（サンショール－Ｉ、サンショール－ＩＩ及びサンショウア
ミドとして公知の成分を含有）、黒コショウ抽出物（ｐｉｐｅｒ　ｎｉｇｒｕｍ）（有効
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成分カビシン及びピペリン）、エチナセア抽出物、アメリカザンショウ抽出物、赤トウガ
ラシオレオレジン、並びに発泡剤（例えば食用酸及び塩基（カプセル封入できる））など
が挙げられる。清涼剤は、Ｎａｋａｔｓｕらの米国特許第６７８０４４３号、ＭｃＬａｕ
ｇｈｌｉｎらの米国特許第５４０７６６５号、Ｊｏｈｎｓｏｎらの米国特許第６１５９５
０９号及びＮａｋａｔｓｕらの米国特許第５５４５４２４号に記載されており、各々の全
開示内容を本願明細書に援用する。
【００８５】
　菓子分野における当業者にとり公知の、他の菓子類用添加物を、組成物中に添加して用
いてもよい。
【００８６】
　幾つかの実施形態では、固体部分及び当該固体部分の溶解部分を含んでなる菓子組成物
の提供に関する。より詳しくは、菓子製品（例えばハードキャンディ）が消費されること
により、固形ハードキャンディの一部が消費者の口腔内で溶解し始める。これにより、消
費者の口腔内で当該固体部分の溶解部分が形成される。菓子製品の当該固体部分及び当該
溶解部分は、製菓用担体を含んでなり、それは少なくとも１つの甘味料、ＣＰＰ－ＡＣＰ
及びカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含有してもよい。当該菓子組成物は、消費される
ことにより、当該組成物と実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ、並びにカルシウム塩
及び／又はリン酸塩を含まない菓子組成物より高いレベルで、哺乳類の歯のエナメル表面
下の再石灰化が提供される。更に、組成物は更なる重炭酸ナトリウムを含まなくてもよい
。
【００８７】
チューインガム組成物：
　本願明細書に記載されている実施形態では、ガムベース、リンペプチド又はリンタンパ
ク質で安定化されたリン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体（例えばＣＰＰ－
ＡＣＰ）（齲歯防止剤）並びに、カルシウム塩及び／又はリン酸塩を含有するチューイン
ガム組成物の提供に関する。幾つかの実施形態では、少なくとも１つの糖甘味料を含有す
る、シュガー入りチューインガム組成物の提供に関する。当該シュガー入りチューインガ
ム組成物は、糖甘味料に加えて、シュガーレスの甘味料を含有してもよい。他の実施形態
では、シュガーレスの甘味料のみを含有する、シュガーレスのチューインガム組成物の提
供に関する。当該チューインガム組成物は、実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ及び
カルシウム塩及び／又はリン酸塩を含まないチューインガム組成物と比較し、高いレベル
で歯エナメルの再石灰化を促進する。
【００８８】
　チューインガム組成物は、様々な製品形態（例えばスラブ、ペレット、スティック、中
心充填ガム、沈澱ガム、圧縮ガム）として提供できる。少なくとも１つの風味剤及び任意
に様々な添加物をチューインガム及び菓子組成物中に含有させてもよい。
【００８９】
　上記したように、チューインガム組成物はガムベースを含有する。ガムベースは、チュ
ーインガムの製造技術において公知のあらゆる成分を含有してもよい。かかる成分は、水
溶性でも非水溶性でもよく、又はそれらの組み合わせであってもよい。例えば、ガムベー
スは、エラストマー、増量剤、ワックス、エラストマー溶媒、乳化剤、可塑剤、充填材及
びそれらの混合物を含有してもよい。
【００９０】
　ガムベースにおいて使用されるエラストマー（ガム）は、様々な要因（例えば所望する
ガムベースのタイプ、所望のガム組成物の密度、及び最終チューインガム製品を製造する
際の、上記組成物で使用する他の成分）に応じて適宜変更してもよい。エラストマーは、
公知技術のいかなる水不溶性ポリマーでもあってもよく、チューインガム及びバブルガム
の製造に利用されるガムポリマーなどが挙げられる。ガムベース中の適切なポリマーの例
としては、天然及び合成エラストマーが挙げられる。例えば、ガムベースへの使用にとり
適切はポリマーとしては、限定されないが、天然物質（植物由来）（例えばチクル、天然
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ガム、クラウンガム、ニスペロ、ロシジンハ、ジェルトン、ペリロ、ニガーグッタ、トゥ
ーヌ、バラタ、グッタペルカ、レチ　カプシ、ソーバ、グッタ　カイなど、並びにその混
合物が挙げられる。合成エラストマーの例としては、スチレンブタジエン共重合体（ＳＢ
Ｒ）、ポリイソブチレン、イソブチレン－イソプレンコポリマー、ポリエチレン、ポリ酢
酸ビニルなど、並びにそれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００９１】
　ガムベースに使用されるエラストマーの量は、様々な要因（例えば所望するガムベース
のタイプ、所望のガム組成物の密度、及び最終チューインガム製品を製造する際の、上記
組成物で使用する他の成分）によって変化させてもよい。エラストマーは通常、約１０％
～約６０重量％の量、望ましくは約３５％～約４０重量％の量でガムベース中に存在する
。
【００９２】
　幾つかの実施形態では、ガムベース中にワックスを含有させてもよい。それにより、ポ
リマー性エラストマー混合物を軟化し、ガムベースの弾力性を向上させる。存在させる場
合、使用する上記ワックスは６０℃未満の融点、好ましくは４５℃～５５℃の融点を有す
る。低融点ワックスとして、固形パラフィンを用いてもよい。当該ワックスは、ガムベー
スの重量に対して約６％～約１０％、好ましくは約７％～約９．５％の量でガムベースに
存在させてもよい。
【００９３】
　上記低融点ワックス類に加えて、高融点ワックスを、ガムベースの重量に対して最高約
５％の量でガムベースに用いてもよい。かかる高溶点ワックスとしては、蜜蝋、木蝋、カ
ンデリラ蝋、カルヌバワックス、大部分の石油ワックスなど、並びにそれらの混合物が挙
げられる。
【００９４】
　ガムベースは、上記の成分以外にも、他の様々な成分（例えばエラストマー溶媒、乳化
剤、可塑剤、充填材及びそれらの混合物から選択される成分）を含有してもよい。
【００９５】
　エラストマー成分を軟化する際の補助として、エラストマー溶媒をガムベース中に含有
させてもよい。かかるエラストマー溶媒としては、従来技術において公知のエラストマー
溶媒、例えばα－ピネン又はβピネンポリマーなどのテルピネン樹脂、ロジンのメチル、
グリセロール及びペンタエリスリトールエステル、修飾ロジン及びガム（例えば水素化、
二量体化及び重合ロジンなど）、並びにそれらの混合物が挙げられる。本発明への使用に
適するエラストマー溶媒の例としては、部分的に水素化されたウッドロジン及びガムロジ
ンのペンタエリスリトールエステル、ウッドロジン及びガムロジンのペンタエリスリトー
ルエステル、ウッドロジンのグリセロールエステル、部分的に二量体化されたウッドロジ
ン及びガムロジンのグリセロールエステル、重合したウッドロジン及びガムロジンのグリ
セロールエステル、トール油ロジンのグリセロールエステル、ウッドロジン及びガムロジ
ンのグリセロールエステル、及び部分的に水素化されたウッドロジン及びガムロジン、及
びウッドロジン及びガムロジンの部分的に水素化されたメチルエステルなど、並びにそれ
らの混合物などが挙げられる。エラストマー溶媒は、ガムベースの重量に対して約２％～
約１５％、好ましくは約７％～約１１％の量でガムベースに使用できる。
【００９６】
　ガムベースには、単一の安定な系として混合できない成分の分散を補助するための乳化
剤を含有させてもよい。本発明において有用な乳化剤としては、モノステアリン酸グリセ
リル、レシチン、脂肪酸モノグリセリド、ジグリセリド、モノステアリン酸プロピレング
リコールなど、並びにそれらの混合物などが挙げられる。上記乳化剤は、ガムベースの重
量に対して約２％～約１５％、より具体的には約７％～約１１％の量で使用できる。
【００９７】
　様々な望ましいテクスチャ及び均一性を得るために、可塑剤又は軟化剤をガムベース中
に含有させてもよい。これらの可塑剤及び軟化剤成分は、低分子量であるため、ガムベー
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スの基本骨格中を透過でき、それにより可塑性の及び低い粘稠性が得られる。有用な可塑
剤及び軟化剤としては、ラノリン、パルミチン酸、オレイン酸、ステアリン酸、ステアリ
ン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、グリセリルトリアセテート、グリセリルレシチ
ン、モノステアリン酸グリセリル、モノステアリン酸プロピレングリコール、アセチル化
モノグリセリド、グリセリンなど、並びにそれらの混合物が挙げられる。ワックスをガム
ベース中に添加してもよく、例えば天然及び合成ワックス、水素化植物油、石油ワックス
（例えばポリウレタンワックス）、ポリエチレンワックス、パラフィンワックス、微結晶
ワックス、脂肪ワックス、ソルビタンモノステアレート、獣脂、プロピレングリコールな
ど、並びにそれらの混合物などが使用できる。可塑剤及び軟化剤は通常、ガムベース中に
、ガムベースの重量に対して約２０重量％まで、より具体的にはガムベースの重量に対し
て約９％～約１７％の量で使用される。
【００９８】
　また、可塑剤としては、水素化植物油（例えば大豆油及び綿実油）などが挙げられ、そ
れは単独で使用してもよく、又は組み合わせて使用してもよい。これらの可塑剤の使用に
より良好なテクスチャを有するガムベースが得られ、噛んだときの食感がソフトになる。
これらの可塑剤及び軟化剤は通常、ガムベースの重量に対して約５％～約１４％の量、よ
り具体的には約５％～約１３．５％の量で使用される。
【００９９】
　また、無水グリセリンを、軟化剤（例えば市販の米国薬局方（ＵＳＰ）グレード）とし
て使用してもよい。グリセリンは、ほのかに甘い味覚を有するシロップ状の液体であって
、スクロースの約６０％の甘味度を有する。グリセリンは吸湿性であるため、チューイン
ガム組成物の調製工程全体を無水条件に維持した状態で、無水グリセリンを使用するのが
好ましい。
【０１００】
　幾つかの実施形態では、有効量の増量剤（例えば充填材及びテクスチャ改良剤有用なミ
ネラル補助剤）をガムベース中に含有させてもよい。有用なミネラル補助剤としては、炭
酸カルシウム、炭酸マグネシウム、アルミナ、水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム
、タルク、リン酸三カルシウム、リン酸ジカルシウム、硫酸カルシウムなど、並びにそれ
らの混合物が挙げられる。これらの充填材又は補助剤は、任意の量でガムベース組成物中
に添加してもよい。充填材を使用する場合には、ガムベースの重量に対して約１５％～約
４０％、望ましくは約２０％～約３０％の量で使用する。
【０１０１】
　また、任意に従来公知の様々な成分（例えば風味剤及び着色剤、酸化防止剤、防腐剤な
ど）を、ガムベース中に有効量で含有させてもよい。例えば、食品、医薬及び化粧品用途
に適している二酸化チタン及び他の色素（Ｆ．Ｄ．＆Ｃ．用色素として公知）を利用して
もよい。ブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）
、没食子酸プロピル、ビタミンＥ及びそれらの混合物などの酸化防止剤を含有させてもよ
い。チューインガムの分野の当業者に公知の他のチューインガム添加物をガムベースに用
いてもよい。
【０１０２】
　一般に、ガムベースは、チューインガム組成物中に約５％～約９５重量％の量で存在す
る。より具体的には、ガムベースは、チューインガム組成物中に約２０％～約６０重量％
の量で存在してもよい。
【０１０３】
　チューインガム製品は、当業者に公知の標準的な技術及び器材を使用して調製できる。
本願明細書に記載の実施形態にとり有用な装置には、チューインガムの製造技術において
公知の混合・加熱装置が包含され、ゆえに、具体的な装置の選択は当業者にとって自明で
ある。一般的なチューインガム調製プロセスは、米国特許第４２７１１９７号（Ｈｏｐｋ
ｉｎｓら）、第４３５２８２２号（Ｃｈｅｒｕｋｕｒｉら）及び第４４９７８３２号（Ｃ
ｈｅｒｕｋｕｒｉら）に記載されており、それらの全開示内容を本願明細書に援用する。
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【０１０４】
　圧縮ガムフォーマットの場合、当該ガムベースは、溶融若しくは熱可塑性ガムベースと
は対照的に、粒状形態（例えばパウダー状若しくは顆粒状のガムベース）であってもよい
。粒子状のガムベースは実質的に無水状態であるのが好ましく、また例えば圧縮によって
任意の所望の形状に形成することができる。
【０１０５】
　粒子状のガムベースは、公知の標準的な研磨技術を使用して形成できる。出発原料は、
いかなる従来公知のガムベース（例えば熱溶融ガムベースの調製に用いるもの）でもあっ
てもよい。粒子状のガムベースは、例えば、米国特許第３２６２７８４号、第４４０５６
４７号、第４７５３８０５号及び第６２９０９８５号、及び米国特許出願公開第２００３
／００２７６８７１号（それらの全開示内容を本願明細書に援用する）に記載のように、
ガムベースを裁断、研磨若しくは圧壊するか、又はその他の方法により形成することがで
きる。
【０１０６】
　望ましくは、粒子状のガムベースを、研磨などの工程を経て粒子状の形状とし、それに
より、タブレット調製用の粉末と同様のサイズとなる。同様の粒径の粒子を用いることに
より、ガムベースとタブレット調製用の粉末の均一な混合が可能となり、それにより、調
製されるガムタブレットの形状が均一なものとなる。ガムベース及びタブレット調製用の
粉末は、約４～約１００メッシュの粒径であってもよく、望ましくは８～約２５メッシュ
、より望ましくは１２～約２０メッシュの粒径を有する。
【０１０７】
　上記粒子状のガムベースは、チューインガム組成物又はタブレット中に約１０％～約８
０重量％の量で存在させてもよく、望ましくは２０％～約５０重量％、より望ましくは３
０％～約４０重量％の量で存在させる。
【０１０８】
　上記粒子状のガムベースをタブレット調製用の粉末と混合してプレスし、ガムタブレッ
トを形成してもよい。上記タブレット調製用の粉末は、乾燥した微粉末の状態であっても
よい。望ましい粒径は上記のとおりである。タブレット調製用の粉末はスクロースベース
、デキストロースベース又はポリオールベースの粉末、又はそれらの組み合わせであって
もよい。例えば、上記ポリオールベースの粉末はソルビトール又はマンニトールの粉末で
あってもよい。タブレット調製用の粉末は、他の任意の成分、例えば風味剤、着色剤、糖
及び／又はシュガーレス甘味料など、並びにそれらの組み合わせを含有してもよい。
【０１０９】
　幾つかの実施形態では、食品グレードの潤滑剤を粒子状のガムベース及びタブレット調
製用の粉末と混合するのが好ましい。食品グレードの潤滑剤は、ガム組成物をプレスして
タブレットを形成する際の補助となりうる。より具体的には、潤滑剤を用いることにより
、タブレット製造における鋳型及びパンチの過度の磨耗が防止される。潤滑剤の使用は、
鋳型内部におけるタブレットの圧縮直後においても有用であり、すなわちそれにより、タ
ブレットと鋳型内壁との間の摩擦が減少する。
【０１１０】
　食品グレードの潤滑剤は別個に添加してもよく、又は、タブレット調製用の粉末（幾つ
かの市販のタブレット調製用粉末など）中に含有させてもよい。適切な食品グレードの潤
滑剤の例としては、ステアリン酸金属塩、脂肪酸、水素化植物油、部分的に水素化された
植物油、動物性脂肪、ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリオキシエチレン、
タルク、シリカ、及びそれらの組み合わせが挙げられる。食品グレードの潤滑剤は、ガム
組成物中に約０～６重量％の量で存在してもよい。
【０１１１】
　あるいは、幾つかの実施形態では、チューインガム組成物を調製し、更にその混合物を
研磨することにより、圧縮可能なチューインガム組成物を形成することができる。上記チ
ューインガム組成物は、溶融ガムベース、バルク甘味料、軟化剤、可塑剤、他の甘味料、
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着色剤を、適切な公知の混合技術（例えば生地混合技術）によって混合することにより調
製できる。粒子状のガムベースの調製と同様に、公知の標準的な研磨技術を使用して、チ
ューインガム混合物から微粒子状のチューインガム組成物を調製することが可能である。
微粒子状のチューインガムは、例えば、米国特許第３２６２７８４号、第４４０５６４７
号、第４７５３８０５号及び第６２９０９８５号、及び米国特許出願公開第２００３／０
０２７６８７１号（それらの全開示内容を本願明細書に援用する）に記載のように、チュ
ーインガムを裁断、研磨若しくは圧壊するか、又は他の方法により形成することができる
。
【０１１２】
　上記の通り、圧縮可能なチューインガム組成物は、プレスされたガムタブレットの形状
であってもよい。幾つかの実施形態では、粒子状のガムベース及び修飾された放出成分を
、タブレット形状にプレスする。それを咀嚼することにより、上記プレスされたガムタブ
レットが柔らかい噛み応えのある（ｃｈｅｗｙ：チューイーな）物質に変化する。
【０１１３】
　幾つかの実施形態では、上記圧縮可能なチューインガム組成物は、プレスされた単層タ
ブレットである。幾つかの実施形態では、上記圧縮可能なチューインガム組成物は、プレ
スされた多層タブレットである。多層タブレットの実施形態としては、任意の数の層を有
するタブレットであってもよい。それぞれの層は、同じ若しくは異なる厚みを有してもよ
い。更に、それぞれの層は、同じ若しくは異なる成分を含有してもよい。
【０１１４】
　プレスされたガムタブレットはまた、タブレットを囲むコーティング層を有してもよい
。上記コーティング層は、従来からチューインガム技術で使用されているあらゆる成分を
含有してもよい。例えば、上記コーティングは、糖、ポリオール又は高強度甘味料等、着
色剤、風味剤及び加温及び／又は冷却剤などを含有してもよい。
【０１１５】
　上記圧縮可能なチューインガム組成物又はプレスされたタブレットは、含水量が極めて
低いのが望ましくい。幾つかの実施形態では、上記タブレットは実質的に水を含有しない
。したがって、幾つかの実施形態では、上記組成物の約０％超～約５重量％の総含水量で
ある。上記組成物又はタブレットの密度は約０．２～約０．８ｇ／ｃｃであってもよい。
更に、上記圧縮可能なチューインガム組成物又はタブレットは、約１～約２０分の溶解速
度であってもよい。プレスされたタブレット形状である場合、上記チューインガムは約３
０～約２００のＳｈｏｒｅ硬度を有する。
【０１１６】
　ガムの混合が３５℃～６０℃の温度で実施可能となる生地混合チューインガムとは対照
的に、圧縮チューインガムでは、工程温度は常温（２３℃～２５℃）付近のままでよい。
幾つかの実施形態では、圧縮可能なチューインガム組成物の調製を低い温度で実施するこ
とにより、熱感受性成分を熱分解から保護することが可能となる。同様に、上記の常温以
上の温度におけるシビアな混合を行わないことにより、熱感受性成分、又はガム成分から
遊離させるための成分（例えば風味剤、可塑剤など）を含有する輸送システムが保護され
うる。すなわち、従来の生地混合において、熱分解若しくは化学的分解を受けやすかった
成分は、圧縮チューインガムシステムの採用により、分解を受けにくくなる。
【０１１７】
　菓子組成物に関して上記したいずれかの甘味料及び任意の添加物を、チューインガム組
成物に含有させてもよい。甘味料、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩及び／又はリン酸塩
は、上記と同様の量及び形態で、チューインガム組成物中に含有させてもよい。例えば、
ＣＰＰ－ＡＣＰをカプセル封入してもよく、カプセル封入しなくともよく、又は両方の形
態の混合物であってもよい。幾つかの実施形態では、当該チューインガム組成物から形成
されるチューインガム製品は、例えば約１ｍｇのＣＰＰ－ＡＣＰ、より具体的には１．５
ｍｇのそれを含有してもよい。上記と同様に、かかるチューインガム組成物は、かかる実
施形態で提供される組成物と実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩及



(23) JP 5529529 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

び／又はリン酸塩を含まないチューインガム組成物と比較し、高いレベルで歯エナメル再
石灰化を提供する。例えば、幾つかの実施形態では、シュガー入りチューインガム組成物
は、少なくとも約２．８％高いレベルでエナメル表面下の再石灰化を提供し、幾つかの実
施形態では、少なくとも約８％高いレベルでエナメル表面下の再石灰化を提供する。
【０１１８】
　また、上記のいずれかの任意の添加物、並びに当業者に公知の他のいかなる従来公知の
チューインガム添加物を、チューインガム組成物中に含有させてもよい。
【０１１９】
　幾つかの実施形態では、固体部分及び固体部分の溶解部分を含有するチューインガム組
成物の提供に関する。より詳しくは、チューインガム製品を消費することにより、一部の
固体チューインガム製品が、消費者の口腔内で溶解する。この固体部分の溶解部分は、消
費されることにより、消費者の口腔内で形成される。チューインガム製品の固体部分は、
ガムベース、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含んでなる。当該溶
解部分は、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含んでなる。当該固体
部分及び当該溶解部分は、少なくとも１つの甘味料（例えばシュガー入りチューインガム
の実施形態における糖甘味料）を含有してもよい。当該チューインガム組成物は、消費さ
れることにより、当該組成物と実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカルシウム塩
及び／又はリン酸塩を含まないチューインガム組成物より高いレベルで、哺乳類の歯のエ
ナメル表面下の再石灰化を提供する。更に、当該組成物は更なる重炭酸ナトリウムを含ま
なくてもよい。
【０１２０】
　上記したように、チューインガム組成物は、様々な製品形態（例えばスラブ、ペレット
、スティック、中心充填ガム、沈澱ガム、圧縮ガム）として提供できる。
【０１２１】
　本願明細書に記載されているチューインガム又は菓子製品は、その上にコーティングを
有してもよく、それは少なくとも部分的に、当該製品を囲むか又は包囲してもよい。
【０１２２】
　より具体的には、幾つかの実施形態では、チューインガム又は菓子製品は、チューイン
ガム領域又は菓子領域、及びコーティング領域を有してもよい。上記チューインガム領域
は、上記のチューインガム組成物のいずれかから形成できる。同様に、上記菓子領域は、
上記の菓子組成物のいずれかから形成できる。上記コーティング領域は、チューインガム
又は菓子領域を少なくとも部分的に被覆できる。ＣＰＰ－ＡＣＰは、チューインガム領域
若しくは菓子領域に、コーティング領域に、又はそれらの両方の領域に存在してもよい。
同様に、カルシウム塩及び／又はリン酸塩は、チューインガム又は菓子領域に、コーティ
ング領域に、又はその両方の領域に存在してもよい。
【０１２３】
　本発明の他の幾つかの実施形態では、中心充填型のチューインガム又は菓子製品の提供
に関する。中心充填チューインガムは、中心充填領域と、当該中心充填領域に隣接して、
少なくとも部分的に包囲若しくは位置するガム領域を有する。上記ガム領域は、上記のチ
ューインガム組成物のいずれかから形成できる。例えば、中心充填菓子（例えば中心充填
キャンディ）は、中心充填領域と、当該中心充填領域に隣接して、少なくとも部分的に包
囲若しくは位置する菓子領域（例えばハード若しくはソフトキャンディ領域）を有する。
菓子領域は、上記の菓子組成物のいずれかから形成できる。当該ＣＰＰ－ＡＣＰは、ガム
領域又は菓子領域に、中心充填領域に、又はそれらの両方の領域に存在してもよい。当該
ＣＰＰ－ＡＣＰは、これらの領域のいずれかにおいて、カプセル封入されてもよく、及び
／又はカプセル封入されてもよい。同様に、当該カルシウム塩及び／又はリン酸塩は、ガ
ム又は菓子領域、中心充填領域、又はそれらの両方の領域に存在してもよい。
【０１２４】
　ガム又は菓子製品の中心充填領域は、液体状、固体状又は半固体状、ガス状等であって
もよい。液体中心充填組成物（並びに半固体中心充填組成物）に係る実施形態では、上記
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のように、製造及び貯蔵の間における液体中心の保持に関する考慮が必要となる。したが
って、チューインガムに係る実施形態では、中心充填ガムに、液体中心の減少若しくは漏
出を実質的に妨げるガム領域組成物を使用するのが望ましいと考えられる。適切なガム領
域組成物に関しては、出願人の同時係属中の米国特許出願第１１／２１０９５４号に開示
されており、その全開示内容を本願明細書に参照により援用する。
【０１２５】
　幾つかの実施形態では、中心充填製品はコーティング領域を有してもよく、それは少な
くとも部分的にガム又は菓子領域を囲むものである。
【０１２６】
　コーティングされたチューインガム及び菓子に係る実施形態では、外側コーティングは
、ソフトコーティングでもよく、ハードコーティングでもよく、クランキーなコーティン
グでもよい。当業者に公知のいかなる適切なコーティング材料を使用してもよい。典型的
には、外側コーティングとしてはソルビトール、マルチトール、キシリトール、イソマル
ト、エリトリトール及び他の結晶化ポリオールなどが挙げられ、あるいはスクロースを用
いてもよい。更に、上記コーティングは幾つかの不透明な層を有してもよく、それにより
、コーティングを通してチューインガム又は菓子組成物を見ることができなくなり、更に
任意に別の透明な層でコーティングし、表面の装飾、模様がけ及び保護を行ってもよい。
上記外側コーティング中に、少量の水及びアラビアガムを含有させてもよい。上記コーテ
ィングを、更にワックスでコーティングしてもよい。各コーティングの間に乾燥を行いな
がら、コーティング溶液を連続的に塗布することによって、従来の方法でコーティングで
きる。コーティングが乾燥すると通常不透明（通常白色）となるが、更に他の着色剤を添
加してもよい。ポリオールコーティングに、更にワックスでコーティングしてもよい。当
該コーティングは更に、着色フレーク又はスペックルを含有してもよい。当該組成物がコ
ーティングを含む場合、１つ以上の口腔ケア活性物質を、コーティングの全体にわたって
分散させることもできる。これは特に、１つ以上の口腔ケア活性物質が、他の活性物質と
、単一相組成物中で適合性を有さない場合に好適である。風味剤を添加して、固有の製品
特性を付与してもよい。
【０１２７】
　コーティング中に他の材料を添加して、所望の特性を付与してもよい。これらの材料と
しては、限定されないが、カルボキシメチルセルロースなどのセルロース誘導体、ゼラチ
ン、キサン及びアラビアガムなどが挙げられる。
【０１２８】
　コーティング組成物は、上記の方法を含む、公知のいかなる方法によっても塗布するこ
とができる。コーティング組成物は、全チューインガム又は菓子製品に対して約２％～約
６０％までの量で存在させてもよく、より好適には約２５％～約４５重量％である。
【０１２９】
　中心充填製品は公知のあらゆる技術によって形成でき、例えば米国特許第６２８０７８
０号（Ｄｅｇａｄｙら）に記載の方法が挙げられる（全開示内容を本願明細書に援用する
）。
【０１３０】
ソフト菓子組成物：
　幾つかの実施形態では、上記口腔輸送システムは、様々なソフト菓子フォーマットの形
態であってもよい。ソフト菓子フォーマットとしては、限定されないが、ヌガー、キャラ
メル、タフィー、グミ及びゼリーなどが挙げられる。かかる輸送システム中には、上記の
いずれかの添加物を任意に含有させてもよい。
【０１３１】
　ソフト菓子組成物は、製菓用のベース及び様々な添加物（例えば上記のいずれかの添加
物）を任意に含有してもよい。消費されることにより、上記ソフトキャンディから、リン
ペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウム又はフッ化リン酸カルシウ
ム錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩が放出され、上記の再石灰化の効果が得
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られる。
【０１３２】
　幾つかのソフト菓子組成物としてはヌガー組成物が挙げられ、それは２つの主要な成分
、すなわちハードキャンディ及びフラッペが含有される。例えば、卵アルブミン又はその
代替物を水と混合し、軽いフォーム状物を調製する。砂糖及びブドウ糖を水に添加し、通
常１３０℃～１４０℃の温度でボイルし、得られるボイルされた製品を混合装置に注入し
、クリーム状となるまで撹拌する。撹拌されたアルブミン及び香料をクリーム状の生成物
と混合し、当該混合物を十分に撹拌して混合する。
【０１３３】
　幾つかの実施形態では、キャラメル組成物は、糖（又は糖代替物）、コーンシロップ（
又はポリオールシロップ）、部分的に水素化された脂肪、乳固形分、水、バター、風味剤
、乳化剤及び塩などを含有する。キャラメルを調製する際、糖／糖代替物、コーンシロッ
プ／ポリオールシロップ及び水を混合し、加熱して溶解させる。それから、乳固形分を混
合し、均一な混合物を形成させる。次に、その他の成分を低い加熱状態のときに混合する
。更に加熱し、沸騰させる。水を充分に除去し、着色剤／風味剤を添加した後、材料を若
干冷却し、温度感受性成分を添加し、成形、包装を行い、最終製品を得る。
【０１３４】
　幾つかの実施形態では、タフィー組成物は、部分的に水素化された脂肪、糖（又は砂糖
代替物）、コーンシロップ（又はポリオールシロップ）水、風味剤、乳化剤及び塩を含有
してもよい。タフィーを調製する方法は、キャラメルの調製方法と同様であり、任意に、
最終的なタフィーのマスを引いて所望のテクスチャとしてもよい。
【０１３５】
　幾つかの実施形態では、グミ組成物は、糖（又は砂糖代替物）、コーンシロップ（又は
ポリオールシロップ）、ゼラチン（又は適切な親水コロイド）、風味剤、着色剤及び任意
に酸を含有してもよい。グミは、ゼラチン又は適切な親水コロイドを水和させ、糖／コー
ンシロップ（砂糖代替物／ポリオールシロップ）を加熱し、２つの成分を、加熱しながら
混合することにより調製できる。当該混合物がその最終的な温度又は適切な砂糖固体レベ
ルに達した後、風味剤、着色剤、などの成分を混合物に添加し、型に注入し、更に冷却し
、ラップし、最終生成物を得る。ワックス又は脂肪の塗布のような様々な表面処理を行い
、スティッキングを減少させることも可能である。
【０１３６】
　幾つかの実施形態では、ゼリー組成物は、澱粉ベースのゼリー又はペクチンベースのゼ
リーであってもよい。グミと同様に、ゼリー製品は、親水コロイドを水和させて、水和す
る混合物と、調理されたシロップ成分とと混合することにより調製できる。更に混合物を
最終含水量となるまで調理され、他の成分を添加してもよい。グミと同様に、ゼリーキャ
ンディの場合も、型（例えば澱粉型）に注入できる。グミと同様に、表面処理（例えば脂
肪又はワックス）を施してもよい。更に、ゼリーキャンディでは、ドライ表面処理（例え
ば砂砂糖、酸、ノンパレルなど）を施してもよい。
【０１３７】
　更に、幾つかの実施形態では、複数の領域を有する様々なソフト菓子組成物の提供に関
する。これらの構成としては、限定されないが、液体中心充填、粉末状の中心充填、ハー
ドコーティング、ソフトコーティング、ラミネート状、層状、エンベロープ状などが挙げ
られる。幾つかの実施形態では、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸
カルシウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩は
、製品中の１つの領域に含有されてもよく、又は複数の領域に含有されてもよい。
【０１３８】
チョコレート菓子組成物：
　口腔輸送システムはまた、様々なチョコレート菓子フォーマットの形であってもよい。
チョコレート菓子製品としては、ミルクチョコレート、ブラックチョコレート及び／又は
ホワイトチョコレートなどが挙げられる。ミルクチョコレートは、他のミルクチョコレー
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ト成分（例えばココアリキッド、カカオバター及び／又はその他脂肪、甘味料、乳化剤、
風味剤など）と共に乳固形分を含有してもよい。幾つかの実施形態では、乳固形分は、ミ
ルクチョコレート組成物に対して５重量％の量から、ミルクチョコレート組成物に対して
４０重量％超の量で存在してもよい。あるいは、乳固形分は乾燥粉ミルク又は液体の牛乳
であってもよい。
【０１３９】
　ブラックチョコレートは、ミルクチョコレートと同様の成分を含んでもよいが、ほとん
ど乳固形分を含有しない。ホワイトチョコレートは、脂肪、甘味料、風味剤、乳化剤など
の成分を含有してもよいが、ココア液を含有しない。ホワイトチョコレートは、合成コー
ティングとも呼ばれる。
【０１４０】
　チョコレート成分を混合するための適切な方法は当業者に公知で、例えば食品グレード
のブレンダ、ミキサーなどが挙げられる。
【０１４１】
　チョコレート状の輸送システムは、上記の添加物のいずれかを任意に含有してもよい。
【０１４２】
ゲル、歯磨剤及び練り歯磨き：
　幾つかの実施形態では、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシ
ウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩の輸送用
のゲル、歯磨剤又は歯みがきの形の、口腔輸送システムの提供に関する。かかる輸送シス
テムは、上記の添加物のいずれかを任意に含有してもよい。
【０１４３】
　再石灰化ゲル類は通常、限定されないが、寒天、ゼラチン、カルボキシメチルセルロー
ス、キチン、アカシアガム、アラビアガム、キサンタンガム、ヒドロキシエチルセルロー
ス及びヒドロキシプロピルメチルセルロースなどの、従来食品において使われる非毒性の
ゲル化剤を含有する。当該ゲルは、中性のｐＨとなるように調整され、それにより、長期
にわたる曝露においても、口腔組織の炎症が回避されうる。各ゲルは、所望のコンシステ
ンシーを生じさせるために充分な水又は他の水溶液を含有してもよく、並びに、高分子量
の結晶成長阻害剤、及び風味剤、着色剤などの上記の添加物を任意に添加してもよい。高
分子量の結晶成長阻害剤としては、上記のゲル化剤、更にはリンタンパク質（例えばＴｅ
ｒｍｉｎｅ＆Ｃｏｎｎ，１９７６，Ｃａｌｃｉｆ．Ｔｉｓｓ．Ｒｅｓ．２：１４９－１５
７で開示される）、ポリカルボン酸（例えばＨｏｗｉｅ－Ｍｅｙｅｒｓら、１９９５，ｉ
ｎ　Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｓｃａｌｅ　Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ
，Ａｍｊａｄ，ｅｄ．，Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ：Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，Ｃｈ．１５，ｐ
ｐ．１６９－１８２において開示される）、及びポリホルホリルポリビニルアルコール（
Ｓｈｉｍａｂａｙａｓｈｉら、１９９５，ｉｎ　Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｓｃａｌｅ　Ｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ，Ａｍｊａｄ，ｅｄ．，Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒ
ｅｓｓ：Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，Ｃｈ．１４，ｐｐ．１５７－１６８に記載）が挙げられる。
【０１４４】
　ゲルは、上記の錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩、並びに他のいかなる添
加物を任意に含有する乾燥粉として提供してもよい。このような実施形態では、当該ゲル
は、適切な添加物（例えば着色剤、調味料、甘味料、ゲル化剤など）を含有する水又は他
の液体を添加することによって再調製される。
【０１４５】
　歯磨剤及び練り歯みがきは、限定されないが、甘味料（例えばソルビトール又はサッカ
リン）、研磨材（例えば水和シリカ）、発泡剤（例えばラウリル硫酸ナトリウム）、結合
剤（例えばセルロース又は様々な形のガム）、潤滑剤（例えばグリセリン）、色素漂白剤
（例えば酸化チタン）、食品着色料及び水などの、歯磨剤及び練り歯みがきに用いられる
従来公知の成分を含有する。
【０１４６】
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　ゲルと同様に、歯磨剤及び歯みがきは、上記の錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリ
ン酸塩、並びに他の任意の添加物（例えば乾燥した調味料、甘味料、ゲル化剤）、並びに
他の上記の成分を含有する乾燥粉として提供するのが好適である。かかる実施形態では、
歯磨剤又は練り歯みがきは、適切な添加物（例えば着色剤、調味料、甘味料、ゲル化剤な
ど）を含有する水又は他の液体を添加することによって再調製される。
【０１４７】
　歯科用途における特に重要な添加物は、フッ化物含有化合物である。練り歯みがき及び
ゲルの実施形態では、例えば、ＮａＦ、ＣａＦ２、ＳｎＦ２、Ｎａ２ＰＯ３Ｆ又はＮａ２

ＳｉＦ６のようなフッ化物塩を充分な量で添加することにより、ＨＡ及びフッ素リン灰石
の形成速度を上昇させることが可能となる。幾つかの実施形態では、約２００～２２００
ｐｐｍのフッ化物含有量であってもよい。練り歯みがき及びゲルの使用の間に放出される
フッ化物の総量は、０．０５～１０ｍｇであってもよい。
【０１４８】
マウスウォッシュ、リンス及びスプレー：
　幾つかの実施形態では、上記口腔輸送システムは、マウスウォッシュ、リンス又はスプ
レーであってもよい。マウスウォッシュ、すすぎ及びスプレーの成分は典型的には、組成
物の約４５％～９５重量％の量の水、組成物の７０重量％以下の１つ以上のエタノール、
組成物の５０重量％以下の湿潤剤、組成物の約０．０１％～７重量％の界面活性剤、組成
物の約０．０４％～２重量％の香料、組成物の約０．１％～３重量％の甘味料、及び組成
物の約０．００１％～０．５重量％の着色剤である。マウスウォッシュ、リンス及びスプ
レーは典型的には、組成物の約０．０５％から０．３重量％の、１つ以上の齲歯防止剤（
例えばフッ化物イオン）、及び組成物の約０．１％～３重量％の歯石防止剤を含有する。
また、上記の添加物のいずれかを任意に含有させもよい。
【０１４９】
飲料：
　幾つかの実施形態では、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシ
ウム又はフッ化リン酸カルシウム錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩の輸送の
ための、飲料形態の口腔輸送システムの提供に関する。様々な飲料組成物が使用できる。
適切な飲料の実施形態を以下に示す。上記の添加物のいずれかを、かかる飲料組成物に任
意に含有させてもよい。
【０１５０】
ジュースベースの組成物：
　ジュースベースの組成物は通常、果物又は野菜から得られるジュース成分を含有する。
当該ジュース成分は、いかなる形態（例えば液状、濃縮物、抽出物、粉末等）において用
いてもよい。
【０１５１】
　適切なジュースとしては、例えば、柑橘類のジュース、非柑橘類のジュース又はそれら
の混合物が挙げられ、それらは飲料用のものとして公知である。かかる液の例としては、
非柑橘系のジュース（例えばリンゴジュース、グレープジュース、西洋ナシジュース、ネ
クタージュース、ブドウジュース液、ラズベリージュース、グーズベリージュース、ブラ
ックベリージュース、ブルーベリージュース、イチゴジュース、カスタード－リンゴジュ
ース、ザクロジュース、グァバジュース、キーウィジュース、マンゴージュース、パパイ
アジュース、スイカジュース、カンタロープジュース、チェリージュース、クランベリー
ジュース、ピーチジュース、アプリコットジュース、プラムジュース及びパイナップルジ
ュース）、柑橘系のジュース（例えばオレンジジュース、レモンジュース、ライムジュー
ス、グレープフルーツジュース及びタンジェリンジュース）、並びに野菜ジュース（例え
ばニンジンジュース及びトマトジュース）、又は上記のジュースの少なくとも１つを含ん
でなる組合せなどが挙げられる。
【０１５２】
　特に明記しない限り、使用されるジュースは、果物又は野菜において天然に存在する、
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果物又は野菜由来する固体（例えばパルプ、種、皮、繊維など）及びペクチンを、一定の
パーセンテージで含有する果物又は植物のジュースを含んでなる。ジュース中の固体の量
は、ジュースの合計量に対して約１～約７５重量％、具体的には約５～約６０重量％、よ
り具体的には約１０～約４５重量％更に具体的には約１５～約３０重量％であってもよい
。より高い濃度で固体を含むものとしては、濃縮ジュース、ピューレなどが挙げられる。
【０１５３】
　ジュースベースの組成物に存在する液体成分の量は通常、組成物の合計量に対して約０
．１重量％～約９５重量％、具体的には約５重量％～約７５重量％、より具体的には組成
物の合計量に対して約１０重量％～約５０重量％であってもよい。使用量は、例えば、当
該組成物が濃縮ジュースであるか、又は即時使用できる飲料であるかにより異なりうる。
ジュースベースの組成物の残りの成分は、更なる水又は他の適切な液体（本願明細書に記
載の甘味料、香料又は他の添加物）であってもよい。
【０１５４】
　ジュースベースの組成物は、炭酸を含んでいなくても、炭酸を含んでもよい。
【０１５５】
　一実施形態では、例えば、ジュースベースの組成物は、炭酸カルシウム、酸化カルシウ
ム又は水酸化カルシウムの形で可溶性にされたカルシウムで強化される。食品グレードの
酸をカルシウム強化されたジュースベースの組成物に添加し、カルシウムの可溶性を向上
させてもよい。ジュースベースの組成物への使用に適している典型的な食品グレードの酸
は、本願明細書において詳細に記載されており、特にクエン酸、リンゴ酸又は上記の食品
グレードの酸のうちの少なくとも１つを含んでなる組合せが挙げられる。
【０１５６】
　幾つかの実施形態では、ジュースベースの組成物は、熱破壊又は冷却破壊プロセスを使
用して、果物又は野菜から調製できる。両方の方法において、果物又は野菜は、液体に侵
して柔化させ、通常機械を通過させ、種、皮及び他の望ましくない固体を除去する。更に
、組成物を従来の技術により濃縮する。熱破壊プロセスでは、果物又は野菜は通常、浸漬
の間、又はその直後加熱され、酵素を不活性化する。さもないと製品が分解し、製品の粘
性が低下するおそれがある。冷却破壊プロセスでは、通常熱破壊より低い温度で、果物又
は野菜を処理する。したがって、熱破壊プロセスでは、冷却破壊プロセスによって得られ
るものより濃厚な生成物が得られる。
【０１５７】
　一実施形態では、ジュースベースの組成物は、不必要な微生物を死滅させるために低温
殺菌される。ジュースベースの組成物の適切な低温殺菌条件は、提供されるガイドライン
を使用して、過度の実験を要さずに、当業者により選択できる。ジュースベースの組成物
を殺菌する典型的な低温殺菌プロセスは、組成物を約６０～約８０℃で約６～約１５分、
無菌条件下で加熱することによって実施される。
【０１５８】
　他の実施形態では、ジュースベースの組成物は、飲料容器に満たされた後に、低温殺菌
条件に供される。あるいは、組成物は、容器の組成物を殺菌するのに十分な温度で、飲料
容器中に加熱充填される。
【０１５９】
　他の実施形態では、ジュースベースの組成物に防腐剤を含有させることにより、低温殺
菌工程を必要とすることなく、組成物を飲料容器に冷却充填することが可能となる。具体
的には、当該防腐剤を添加することにより、約３～約４．５のｐＨまで飲料のｐＨレベル
を低下させることが可能となる。適切な防腐剤は、本願明細書に記載のとおりである。
【０１６０】
ミルクベースの組成物：
　ミルクベースの組成物は通常、牛乳タンパク質（例えばカゼイン、乳漿タンパク質など
）、脂肪、ラクトース及び水など、乳成分を様々な量で含有する。典型的な乳成分として
は、上記の乳成分のうちの少なくとも１つを含んでなる、ヨーグルト、クリーム、全乳、
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低脂肪若しくは高脂肪の牛乳、脱脂乳、乳固形分、濃縮ミルク又はそれらの組合せが挙げ
られる。
【０１６１】
　幾つかの実施形態では、ミルクベースの組成物中の乳成分を、一部又は全体において乳
成分でない成分で置き換えてもよい。好適な非乳成分としては、豆乳、アーモンドミルク
、ココナッツミルク、ライスミルクびなど、又はそれらの少なくとも１つを含んでなる組
合せが挙げられる。
【０１６２】
　安定化剤を当該ミルクベースの組成物に添加し、沈殿を防止してもよい。典型的な安定
化剤としては、親水コロイド（例えばペクチン、アルギン酸プロピレングリコールなど）
、並びに本願明細書に更に記載されている安定化剤などが挙げられる。
【０１６３】
　ミルクベースの飲料組成物中の乳タンパク質の量は、当該ミルクベースの飲料組成物の
合計量に対して約０．１％～約１０重量％であってもよく、具体的には約０．５％～約５
重量％、より具体的には約１．０％～約４重量％である。
【０１６４】
　本願明細書において開示されるように、ミルクベースの組成物は、甘味料、着色剤又は
他の添加物を含有してもよい。ミルクベースの組成物は、炭酸を含んでいなくありえるか
、炭酸ガスを含むことがありえる。
【０１６５】
　幾つかの実施形態では、ミルクベースの飲料は、遊離ラクトースである。
【０１６６】
　ミルクベースの飲料組成物を調製する方法は通常、乳化剤と共に乳成分又は非乳成分を
混合し、成分を乳化させる工程を含んでなる。乳化された生成物を低温殺菌し、冷却し、
第二の成分（香料、甘味料、他の添加物又は水を含んでもよい）と混合し、所望の液体の
飲料組成物を調製する。製品の完全性を確保するため、無菌条件下で混合するのが好まし
い。
【０１６７】
　ミルクベースの組成物を低温殺菌する際の適切な条件は、提供されるガイドラインを使
用して、過度の実験を行うことなく、当業者が適宜選択できる。乳化した成分又は他の乳
成分を殺菌するための典型的な低温殺菌プロセスは、無菌環境下で、約３０秒～約２分間
、約１３０～約１４０℃の温度で実施される。あるいは、当該低温殺菌は、無菌環境下で
、約２０～約３０分間、約１１５～１２５℃で実施してもよい。
【０１６８】
　他の実施形態では、ミルクベースの組成物を飲料容器に充填し、その後で低温殺菌条件
下に置く。
【０１６９】
アルコール組成物：
　本願明細書に記載されている組成物は更に、アルコール組成物であってもよい。好適な
アルコールの組成物の例としては、上記の少なくとも１つを含んでなるビール、スピリッ
ツ、リキュール、ワイン又はそれらの組合せが挙げられる。幾つかの実施形態では、アル
コールの濃度（当該飲料組成物に含まれるエタノールの量で測定）は、飲料組成物に対し
て約０．５体積％～２０体積％であってもよい。
【０１７０】
炭酸ガス含有組成物：
　炭酸ガスを含有する飲料組成物は、典型的には飲料組成物の体積に対して、約０．１～
約５．０倍容のガス又は混合ガス（通常二酸化炭素）を含有する。炭酸封入は、飲料組成
物に圧力下でガスを強力に導入することにより実施できる。飲料組成物を冷却することに
より、飲料組成物中に溶解される二酸化炭素の量を増加させることができる。炭酸封入を
行うことにより、組成物の風味、甘さ、味覚及び口あたりを刺激的にすることができる。
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更に、炭酸封入により、組成物のｐＨが低下する。
【０１７１】
　一実施形態では、所望の飲料組成物要素の全てを含む最終的な無炭酸の飲料組成物に、
を行うことができる。
【０１７２】
　他の実施形態では、所望の量の水に炭酸封入を行い、炭酸ガスを含有する水を調製して
もよい。炭酸ガスを含有する水を更に濃縮飲料又は飲料シロップなどの組成物と混合し、
最終的な炭酸ガスを含有する飲料組成物を調製してもよい。
【０１７３】
　炭酸ガスを含む飲料組成物を調製した後、炭酸ガスを含む飲料組成物を容器中に充填し
、過度の実験を行わずに当業者により選択された方法、包材及び器材を使用して密封する
。
【０１７４】
　幾つかの実施形態では、炭酸封入を、消費の直前に実施してもよい。例えば、レストラ
ン又はコンビニエンスストアで、飲料シロップ及び炭酸源を含んでなる飲料を、消費者に
よる消費の直前に調製する。
【０１７５】
冷凍組成物：
　本明細書で用いられる「冷凍飲料組成物」は、懸濁されている氷晶を有する、粘着性で
あるが飲料として飲むことができる飲料組成物のことを指す。当該冷凍飲料組成物の密度
を変化させることによって、「ぬかるんだ」、あるいは「スプーンですくうことができる
」コンシステンシーとすることができる。氷晶は、冷凍飲料組成物の合計量に対して、約
２０～約９０重量％、具体的には約３０～約７０重量％、より具体的には約４０～約５０
重量％の量で、冷凍飲料組成物に存在させてもよい。
【０１７６】
　冷凍飲料組成物は他の飲料と比較して低温であるため、風味剤及び／又は甘味料の使用
量は異なりうる。風味剤及び甘味料の適切な量は、過度の実験を要さずに、当業者により
適宜選択されうる。
【０１７７】
　冷凍飲料組成物中にバッファ塩を含有させてもよく、それにより、飲料組成物の凝固点
が降下し、「ぬかるんだ」テクスチャが維持される。適切なバッファ塩としては、クエン
酸又はリン酸のナトリウムエン、カリウム及びカルシウム塩が挙げられ、例えばクエン酸
ナトリウム、クエン酸カリウム、リン酸ナトリウム、リン酸二カリウム、リン酸一カルシ
ウム、リン酸三カルシウム又はこれらのバッファ塩のうちの少なくとも１つを含んでなる
組合せが挙げられる。
【０１７８】
ゲル組成物：
　本明細書で用いられる「ゲル飲料組成物」は、増粘剤を含有する、粘着性であるが飲む
ことができる、飲料組成物であってもよい。ゲル飲料組成物の密度を適宜調整することに
より、「半固体」状、あるいは「スプーンですくうことができる」コンシステンシーとす
ることができる。増粘剤（時々ハイドロコロイドと呼ばれる）としては、限定されないが
、天然及び合成ゴム（例えばイナゴマメガム、グアーガム、ジェランガム、キサン、ガテ
ィガム、修飾ガティガム、トラガカントガム、カラギーナンなど）、天然及び修飾澱粉、
例えばゼラチン化澱粉（穀物、小麦、タピオカ）、ゼラチン化高アミロース含有澱粉、ゼ
ラチン化加水分解澱粉（マルトデキストリン、コーンシロップ固形物）、化学修飾澱粉、
例えばゼラチン化置換澱粉（例えばオクテニル琥珀酸エステル）、セルロース誘導体（例
えばカルボキシメチルセルロース、カルボキシルメチルセルロースナトリウムなど）、ポ
リデキストロース、ホエイ又はホエイタンパク質濃縮物、ペクチン、ゼラチン、又はそれ
らの増粘剤のうちの少なくとも１つを含んでなる組合せなどが挙げられる。
【０１７９】
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　ゲル飲料組成物は、他の飲料と比較してテクスチャが異なるため、風味剤及び／又は甘
味料の量は異なりうる。風味剤及び甘味料の適切な量は、過度の実験を要さずに、当業者
により適宜選択されうる。
【０１８０】
　本願明細書に記載されているいずれの飲料組成物も、上記の風味剤及び甘味料、並びに
様々な任意の添加物を含有してもよい。例えば、幾つかの実施形態では、当該飲料組成物
は、更なる甘味料（例えばＬｏ　ｈａｎ　ｇｕｏ、ステビア、モナチン等）又はそれらの
組み合わせを含有してもよい。幾つかの実施形態では、当該組成物は、任意の添加物（例
えば酸化防止剤、アミノ酸、カフェイン、着色剤（「着色料」、「色素」）乳化剤、風味
増強剤、食品グレードの酸、ミネラル、微量元素、植物エキス、植物有効成分（「フィト
ニュートリエント」）、防腐剤、バッファ塩などの塩、安定化剤、増粘剤、薬剤、ビタミ
ン又はそれらの添加物の少なくとも１つを含んでなる組合せ）を含有してもよい。当業者
であれば、上に列挙した更なるカテゴリのうちの１つ以上の定義又は機能に従い、特定の
添加物を適宜選択することができる。
【０１８１】
　組成物に用いられる適切な塩としては、アルカリ又はアルカリ土類金属の塩化物、グル
タミン酸塩などが挙げられる。例えば、グルタミン酸ソーダ、塩化カリウム、塩化ナトリ
ウム又はそれらの塩のうちの少なくとも１つを含んでなる組合せである。塩は、上記のよ
うに風味増強剤として飲料に添加してもよい。
【０１８２】
　組成物に用いられる適切な食品グレードの酸としては、例えば酢酸、アジピン酸、アス
コルビン酸、酪酸、クエン酸、ギ酸、フマル酸、グルコン酸、乳酸、リンゴ酸、リン酸、
シュウ酸、コハク酸、酒石酸又はそれらの食品グレードの酸を少なくとも１つ含んでなる
組合せが挙げられる。食品グレードの酸を酸味料として添加することにより、飲料のｐＨ
が制御され、更に若干の保存特性が付与され、又は飲料が安定化される。
【０１８３】
　飲料のｐＨは、水酸化アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、重炭酸ナトリウ
ムなど、又はそれらの少なくとも１つを含んでなる組合せなどの、食品グレードの化合物
の添加により調整できる。更に、二酸化炭素を添加することによっても飲料のｐＨを調整
できる。
【０１８４】
　幾つかの実施形態では、酸を適宜選択して混合することによって、飲料の辛さを変化さ
せ、所望の辛さを付与することもできる。所望の辛さを決定する際に考慮する要因として
は、酸の解離定数、可溶性、ｐＨ等があるが、これらに限定されない。これらの変数は、
飲料組成物の滴定可能酸性度から測定できる。
【０１８５】
　着色剤を有効量で使用して、組成物を所望の色に着色することができる。着色剤として
は、食品用途、薬剤用途及び化粧用途に適する色素、天然着色剤及び色素が挙げられる。
すべてのＦ．Ｄ．＆Ｃ．着色剤及びそれらの対応する化学構造の完全な説明は、Ｋｉｒｋ
－Ｏｔｈｍｅｒ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ，３ｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　ｉｎ　ｖｏｌｕｍｅ　５，ｐ８５７－８８４に記載
されており、その開示内容を本願明細書に援用する。
【０１８６】
　米国食品医薬品化粧品法（２１Ｃ．Ｆ．Ｒ．７３）により分類されるように、着色剤は
証明着色剤（ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｃｏｌｏｒｓ）（合成的に製造された場合で
あっても天然と称される）、及び証明着色剤（ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ　ｃｏｌｏｒｓ）（人
工と称される）又はそれらの少なくとも１つを含んでなる組合せの着色証明が挙げられる
。幾つかの実施形態では、証明着色剤又は天然色素の典型的な例としては、ベニノキエキ
ス（Ｅ１６０ｂ）、ビキシン、ノルビキシン、アスタキサンチンは、脱水ビート（ビート
粉）、ビートの根赤／ベタニン（Ｅ１６２）、ウルトラマリンブルー、カンタキサンチン
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（Ｅ１６１ｇ）、クリプトキサンチン（Ｅ１６１ｃ）、ルビキサンチン（Ｅ１６１ｄ）、
ビオランキサンチン（Ｅ１６１ｅ）、ロドキサンチン（Ｅ１６１ｆ）、キャラメル（Ｅ１
５０（ａ－ｄ）、β－アポ－８’－カロテナール（Ｅ１６０ｅ）、β－カロチン（Ｅ１６
０ａ）、αカロチン、γカロチン、β－アポ－８カロテナール（Ｅ１６０ｆ）のエチルエ
ステル、フラボキサンチン（Ｅ１６１ａ）、ルテイン（Ｅ１６１ｂ）、コチニール抽出物
（Ｅ１２０）、カルミン（Ｅ１３２）、カルモイシン／アゾルビン（Ｅ１２２）、銅クロ
ロフィリンナトリウム（Ｅ１４１）、クルルフィル（Ｅ１４０）、部分的に脱脂され、調
理された綿実粉、グルコン酸鉄、乳酸鉄、ブドウ抽出着色剤、ブドウ皮抽出物（エノシア
ニア）、アントシアニン（Ｅ１６３）、ヘマトコッカス藻のミール、合成酸化鉄、酸化鉄
及び水酸化鉄（Ｅ１７２）、フルーツジュース、野菜ジュース、乾燥藻類のミール、マン
ジュギク（アステカマリゴールド）ミール及び抽出物、ニンジン油、コーン胚芽油、パプ
リカ、パプリカオレオレジン、ファフィアイースト、リボフラビン（Ｅ１０１）、サフラ
ン、二酸化チタン、ターメリック（Ｅ１００）、ターメリックオレオレシリ、アマランス
（Ｅ１２３）、カプサンチン／カプソルビン（Ｅ１６０ｃ）、リコピン（Ｅ１６０ｄ）又
はそれらを１つ以上含む組合せなどが挙げられる。
【０１８７】
　幾つかの実施形態では、典型的な証明着色剤は、ＦＤ＆Ｃブルー＃１、ＦＤ＆Ｃブルー
＃２、ＦＤ＆Ｃグリーン＃３、ＦＤ＆Ｃレッド＃３、ＦＤ＆Ｃレッド＃４０、ＦＤ＆Ｃイ
エロー＃５及びＦＤ＆Ｃイエロー＃６、タートラジン（Ｅ１０２）、キノリンイエロー（
Ｅ１０４）、サンセットイエロー（Ｅ１１０）、ポンソー（Ｅ１２４）、エリトロシン（
Ｅ１２７）、パテントブルーＶ（Ｅ１３１）、二酸化チタン（Ｅ１７１）、アルミニウム
（Ｅ１７３）、銀（Ｅ１７４）、金（Ｅ１７５）、色素ルビン／リトールルビンＢＫ（Ｅ
１８０）、炭酸カルシウム（Ｅ１７０）、カーボンブラック（Ｅ１５３）、ブラックＰＮ
／ブリリアントブラックＢＮ（Ｅ１５１）、グリーンＳ／アシッドブリリアントグリーン
ＢＳ（Ｅ１４２）、又はそれらの少なくとも１つを含んでなる組合せを含有してもよい。
幾つかの実施形態では、証明着色剤は、ＦＤ＆Ｃアルミニウム　レイクを含有してもよい
。これらは、アルミナ水和物の不溶性基材に塗布したＦＤ＆Ｃ色素のアルミニウム塩から
成る。更に、幾つかの実施形態では、証明着色剤を、カルシウム塩として含有させてもよ
い。
【０１８８】
　許容できる着色剤は、特に水溶性着色剤である。所望の視覚効果を提供する着色剤の適
切な量は、提供されるガイドラインに従い、過度の実験を要せずに、当業者により適宜選
択されうる。着色剤の典型的な量は、組成物の合計量に対して０．００５～約１５重量％
、具体的には約０．０１～約６重量％、より具体的には約０．１～約２重量％であっても
よい。
【０１８９】
　乳化剤を飲料組成物に添加することにより、成分の分散状態が維持され、それにより組
成物中の成分の分離が防止される。乳化剤は親水性部分と疎水性部分を有する分子を含有
するのが好ましい。乳化剤缶は、飲料中の親水性物質と疎水性物質との間の界面において
作用し、組成物中の成分の分離を防止する。組成物中に用いられる適切な乳化剤としては
、例えばレシチン（例えば大豆レシチン）、長鎖脂肪酸のモノ及びジグリセリド、特に飽
和脂肪酸、具体的にはステアリン酸及びパルミチン酸のモノ－及びジグリセリド、酢酸、
クエン酸、酒石酸又は乳酸のモノ及びジグリセリド、卵黄、ポリソルベート（例えばポリ
ソルベート２０、ポリソルベート４０、ポリソルベート６０、ポリソルベート６５及びポ
リソルベート８０）、プロピレングリコールエステル（例えばモノステアリン酸プロピレ
ングリコール）、脂肪酸のプロピレングリコールエステル、ソルビタンエステル（例えば
ソルビタンモノステアレート、ソルビットトリステアレート、ソルビットモノラウレート
、ソルビットモノオレエート）、アカシア（アラビアガム）、蔗糖モノエステル、ポリグ
リセリンエステル、ポリエトキシル化グリセロールなど、又はそれらの乳化剤の少なくと
も１つを含んでなる組合せが挙げられる。
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【０１９０】
　飲料組成物は、組成物の約０．００１％～約２．００％、具体的には約０．００５％～
約１．００％、より具体的には約０．０１％～約０．５％、更に具体的には約０．０５％
～約０．１重量％の量で乳化剤を含有してもよい。
【０１９１】
　更なる「口あたり」を組成物に付与できる増粘剤として天然及び合成ガムを使用しても
よく、例えばイナゴマメガム、グアーガム、ジェランガム、キサン、ガティガム、修飾ガ
ティガム、トラガカントガム、カラギーナンなど）、天然及び修飾澱粉、例えばゼラチン
化澱粉（穀物、小麦、タピオカ）、ゼラチン化高アミロース含有澱粉、ゼラチン化加水分
解澱粉（マルトデキストリン、コーンシロップ固形物）、化学修飾澱粉、例えばゼラチン
化置換澱粉（例えばオクテニル琥珀酸エステル）、セルロース誘導体（例えばカルボキシ
メチルセルロース、カルボキシルメチルセルロースナトリウムなど）、ポリデキストロー
ス、ホエイ又はホエイタンパク質濃縮物、ペクチン、ゼラチン、又はそれらの増粘剤のう
ちの少なくとも１つを含んでなる組合せなどが挙げられる。
【０１９２】
　飲料組成物は、組成物中に約０．００１％～約１０％、具体的には約０．００５％～約
５％、より具体的には約０．０１％～約１％、更に具体的には約０．０５％～約０．５重
量％の量で増粘剤を含有してもよい。
【０１９３】
　防腐剤（抗菌物質を含む）を飲料組成物に添加することにより、新鮮さが維持され、バ
クテリア、カビ、菌類又は公募の不必要な増殖が防止される。防腐剤（酸化防止剤を含む
）を添加することにより、組成物の着色性、風味又はテクスチャが維持される。食品及び
飲料製品に用いられるあらゆる適切な防腐剤を組成物中に添加してもよい。好適な防腐剤
の例としては、安息香酸アルカリ金属塩（例えば安息香酸ナトリウム）、ソルビン酸アル
カリ金属塩（例えばソルビン酸カリウム）、アスコルビン酸（ビタミンＣ）、クエン酸、
プロピオン酸カルシウム、エリソルビン酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ソルビン酸カ
ルシウム、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ブチルヒドロキシトルエン（ＢＨＴ
）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、トコフェロール（ビタミンＥ）、直鎖ポリリ
ン酸塩又はそれらの防腐剤の少なくとも１つを含んでなる組合せが挙げられる。
【０１９４】
　飲料組成物は、組成物中に約０．０００１％～約０．１０％、具体的には約０．００１
％～約０．０８％、より具体的には約０．００５％～約０．０５％、更に具体的には約０
．０１％～約０．０４重量％の量で防腐剤又は防腐剤の組合せを含有してもよい。
【０１９５】
　飲料組成物を、ビタミン、ミネラル、微量元素又は他の栄養分で強化又は富化してもよ
い。当該微量元素は、生物体にとって栄養学的に良好な影響を及ぼす材料を含有してもよ
いが、所望の効果を得るために生物体から要求される量は、脂肪、タンパク質、炭水化物
などの多量栄養素と比較して少ない。微量元素としては、ビタミン、ミネラル、酵素、植
物有効成分、酸化防止剤及びそれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない
。
【０１９６】
　適切なビタミン又はビタミン前駆体としては、アスコルビン酸（ビタミンＣ）、βカロ
チン、ナイアシン（ビタミンＢ３）、リボフラビン（ビタミンＢ２）、チアミン（ビタミ
ンＢ１）、ナイアシンアミド、葉酸エステル又は葉酸（αトコフェロール又はそのエステ
ル）、ビタミンＤ、酢酸レチニル、パルミチン酸レチニル、ピリドキシン（ビタミンＢ６

）、葉酸（ビタミンＢ９）、シアノコバラミン（ビタミンＢ１２）、パントテン酸、ビオ
チン、又はこれらのビタミンの少なくとも１つを含んでなる組合せが挙げられる。
【０１９７】
　幾つかの実施形態では、当該ビタミン又はビタミン前駆体は、ビタミンＡ、ビタミンＤ
、ビタミンＥ及びビタミンＫなどの脂溶性ビタミン及びそれらの組み合わせを含有しても



(34) JP 5529529 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

よい。幾つかの実施形態では、当該ビタミン又はビタミン前駆体としては、水溶性ビタミ
ン（例えばビタミンＣ（アスコルビン酸）、ビタミンＢ群（チアミン又はＢ１、リボフラ
ビン又はＢ２、ナイアシン又はＢ３、ピリドキシン又はＢ６、葉酸又はＢ９、シアノコバ
ラミン又はＢ１２、パントテン酸、ビオチン）及びそれらの組み合わせを含有してもよい
。
【０１９８】
　典型的なミネラルとしては、ナトリウム、マグネシウム、クロミウム、ヨウ素、鉄、マ
ンガン、カルシウム、銅、フッ素、カリウム、リン、モリブデン、セレニウム、亜鉛、又
はそれらのミネラルの少なくとも１つを含んでなる組合せが挙げられる。当該ミネラルは
、陽イオンミネラルの場合には、炭酸塩、酸化物、水酸化物、塩化物、リン酸円、硫酸塩
、乳酸塩、ピロリン酸塩、グルコン酸塩、クエン酸塩、酢酸塩、フマル酸塩、リンゴ酸塩
、アミノ酸塩などとして、また陰イオンミネラルの場合にはナトリウム、カリウム、カル
シウム、マグネシウム塩などとして提供してもよい。
【０１９９】
　組成物中に存在するビタミン又はミネラルの量は、米国食品医薬局によって推奨される
「Ｕ．Ｓ．　Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　Ｄａｉｌｙ　ａｍｏｕｎｔｓ　ｏｒ　ｔｈｅ　Ｒ
ｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　Ｄａｉｌｙ　Ｉｎｔａｋｅ　ａｍｏｕｎｔｓ」として公知の量の
範囲内であっても、あるいはそれを超える量であってもよい。
【０２００】
　幾つかの実施形態では、微量元素としては、Ｌ－カルニチン、コリン、補酵素Ｑ１０、
α－リポ酸、ω－３－脂肪酸、ペプシン、フィターゼ、トリプシン、リパーゼ、プロテア
ーゼ、セルラーゼ及びそれらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２０１】
　酸化防止剤は、フリーラジカルを除去する材料を含有してもよい。幾つかの実施形態で
は、当該酸化防止剤として、アスコルビン酸、クエン酸、ローズマリ油、ビタミンＡ、ビ
タミンＥ、ビタミンＥリン酸エステル、トコフェロール、ジ－α－トコフェリルリン酸エ
ステル、トコトリエノール、αリポ酸、ジヒドロリポ酸、キサントフィル、βクリプトキ
サンチン、リコピン、ルテイン、ゼアキサンチン、アスタキサンチン、ベータカロチン、
カロチン、混合カロチノイド、ポリフェノール、フラボノイド及びそれらの組み合わせが
挙げられるが、これらに限定されない。
【０２０２】
　典型的な栄養分としては、アミノ酸（例えばＬ－トリプトファン、Ｌ－リジン、Ｌ－ロ
イシン、Ｌ－メチオニン、２－アミノエタンスルホン酸（タウリン）及びＬ－カルニチン
）、クレアチン、グルクロノラクトン、イノシトール、又はそれらの栄養分の少なくとも
１つを含んでなる組合せが挙げられる。
【０２０３】
　植物有効成分（「フィトニュートリエント」）とは、消費者の健康に対する有益な効果
を提供できる、植物由来の化学物質である。植物有効成分は、植物由来の酸化防止剤、モ
ノフェノール類及びポリフェノールなどのフェノール系化合物などが挙げられる。典型的
な植物有効成分としては、ルテイン、リコピン、カロチン、アントシアニン、カプサイシ
ノイド、フラボノイド、ヒドロキシ桂皮酸、イソフラボン、イソチオシアネート、モノテ
ルペン、カルコン、クメスタン、ジヒドロフラボノール、フラバノイド、フラバノール、
ケルセチン、フラバノン、フラボン、フラバン－３－オール（カテキン、エピカテキン、
エピガロカテキン、エピガロカテキンガレートなど）、フラボナール（アントシアニン、
シアニジンなど）、フェノール酸、植物ステロール、サポニン、テルペン（カロチノイド
）、又はそれらの植物有効成分の少なくとも１つを含んでなる組合せが挙げられる。
【０２０４】
　植物有効成分は、実質的に純粋若しくは単離された形において、又は天然植物エキスの
形において提供されうる。１つ以上の植物有効成分を含有する好適な植物エキスとしては
、果物皮エキス（ブドウ、リンゴ、クラブアップルなど）、緑茶エキス、白茶エキス、グ
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リーンコーヒーエキス、又はそれらのエキスの少なくとも１つを含んでなる組合せが挙げ
られる。
【０２０５】
　様々なハーブ、芳香性植物又は植物部分、又はそれらのエキスはまた、例えば、風味又
は健康増進効果などの様々な理由から、組成物中に含有させてもよい。典型的なハーブと
しては、エキナセア、ゴールデンシール、カレンドゥラ、ローズマリー、タイム、カバカ
バ、アロエ、ブラッドルート、グレープフルーツ種子エキス、ブラックコーシュ、ジンセ
ン、ガラナ、クランベリー、ギンコビローバ、セントジョーンヴォルト、イブニングプリ
ムローズオイル、ヨヒンベ　バーク、緑茶、マホワン、マカ、ビルベリー、又は上記ハー
ブエキスの少なくとも１つを含んでなる組合せが挙げられる。
【０２０６】
濃縮組成物：
　濃縮組成物は、乾燥形態（例えば粉又は錠剤）であってもよく、又は液状（例えばシロ
ップ、懸濁液又はエマルジョン）であってもよい。濃縮組成物は通常、液体媒体中に一定
量の香料を含有し、最終的な飲料よりも液体媒体の量が少ない。濃縮物に、他の成分（甘
味料、着色剤及び他の添加物（例えば食品グレードの酸、防腐剤など））を任意に添加し
てもよい。濃縮組成物は、最終的な飲料組成物の体積と比較し小さい体積を有し、それに
より重量、ボリューム、貯蔵及び輸送経費を抑えることができ、同時に濃縮物では、飲料
組成物と比較し貯蔵寿命が長期化する。
【０２０７】
　一実施形態では、濃縮組成物は、約２倍～約５倍の体積、具体的には約３倍～約４倍の
液体で希釈することにより、最終的な飲料組成物が調製される。当該液体は、水、ジュー
ス、乳成分、非乳成分、エタノール、それらの少なくとも１つを含んでなる組合せなどで
あってもよい。当該液体は無炭酸であってもよく、炭酸入りの形態であってもよい。
【０２０８】
再石灰化のための方法及びキット：
　本願明細書に記載されている幾つかの実施形態では、哺乳類の歯エナメルを再石灰化す
る方法、具体的にはエナメル表面下の病変を再石灰化する方法の提供に関する。かかる方
法は、特にヒトの歯エナメルの再石灰化に有用である。かかる方法では、上記の口腔輸送
システムのいずれかを、哺乳類の口腔内に投与するのが好ましい。当該製品は、本願明細
書に記載のように、リンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウム又
はフッ化リン酸カルシウム錯体（例えばＣＰＰ－ＡＣＰ）、並びにカルシウム塩及び／又
はリン酸塩を含んでなる。また、上記の他の添加物のいずれかを任意に含有してもよい。
【０２０９】
　一旦口腔輸送システムが口腔に投与された後、歯エナメルを再石灰化するのに十分な時
間、その中で保持される。かかる時間は少なくとも１分間、より具体的な幾つかの実施形
態では、少なくとも１０分である。これらの方法は、実質的に同様であるが、当該錯体及
び当該塩を含まない口腔輸送システムを、同じ時間で消費することと比較し、高いレベル
で歯エナメルを再石灰化する。
【０２１０】
　より具体的には、幾つかの実施形態では、上記の１つのシュガー入りの菓子類又はチュ
ーインガム製品を消費することにより、実質的に同様であるが、ＣＰＰ－ＡＣＰ及びカル
シウム塩及び／又はリン酸塩を含まないシュガー入りのキャンディ又はチューインガムを
消費する場合と比較し、少なくとも約２．８％、幾つかの実施形態では更に少なくとも約
８％高いレベルで歯エナメルの再石灰化がなされる。ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及
びリン酸塩を含有する幾つかの実施形態では、例えば、これらの１つのシュガー入りの菓
子類又はチューインガム製品を消費することにより、実質的に同様であるが、ＣＰＰ－Ａ
ＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸塩を含まないシュガー入りのキャンディ又はチューイン
ガムを消費する場合と比較し、約７％、幾つかの実施形態では更に少なくとも約１２．５
％高いレベルで歯エナメルの再石灰化がなされる。
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【０２１１】
　本願明細書に記載されている幾つかの実施形態では、哺乳類の歯エナメルの脱石灰化の
問題に対処するためのキットの提供に関する。具体的には、幾つかの実施形態では、当該
キットの使用により、歯エナメル（特に哺乳類の歯のエナメル表面下の病変）を再石灰化
することができる。当該キットは上記の口腔輸送システムのいずれかを含有してもよく、
それはリンペプチド又はリンタンパク質で安定化されたリン酸カルシウム又はフッ化リン
酸カルシウム錯体、並びにカルシウム塩及び／又はリン酸塩を含有するのが好ましい。当
該キットはまた、口腔輸送システムを使用するための一組の取扱説明書、並びに当該口腔
輸送システム及び当該一組の取扱説明書を収容するためのパッケージを含んでもよい。
【０２１２】
　本発明の特徴及び効果を説明するため、以下に実施例を記載し、本発明をより完全に示
すが、それらによりいかなる形であれ本発明が限定されるものではない。
【実施例】
【０２１３】
実施例１：
　この実施例は、対照のシュガー入りの菓子製品及び対照のシュガーレスの菓子製品と比
較した場合の、ＣＰＰ－ＡＣＰを含有するシュガー入りの菓子製品の再石灰化効果を示す
。
【０２１４】
　ＣＰＰ－ＡＣＰを含有する２つの異なるシュガー入りのハードキャンディを、下記の表
１の組成に従って調製した。第１のシュガー入りのハードキャンディ（「Ａ」）には、０
．５％のＣＰＰ－ＡＣＰを含有させ、第２のシュガー入りのハードキャンディ（「Ｂ」）
には、１％のＣＰＰ－ＡＣＰを含有させた。対照のシュガー入りのハードキャンディ（Ｃ
ＰＰ－ＡＣＰなし）を、下記の表１の組成に従って調製した。また、対照のシュガーレス
のハードキャンディ（ＣＰＰ－ＡＣＰなし）を、下記の表１の組成に従って調製した。
【０２１５】
表１：ハードキャンディの組成
【表１】

【０２１６】
　個々のシュガー入りのハードキャンディを、上記の表１に従って調製した。組成Ａのシ
ュガー入りのキャンディには、１９．３ｍｇのＣＰＰ－ＡＣＰを含有させた。組成Ｂのシ
ュガー入りのキャンディには、３８．５ｍｇのＣＰＰ－ＡＣＰを含有させた。ＣＰＰ－Ａ
ＣＰなしで調製したこと以外は、シュガー入りの対照のキャンディは、シュガー入りのキ
ャンディＡ及びＢと同一とした。ＣＰＰ－ＡＣＰなし、かつ糖甘味料の代わりにシュガー
レスの甘味料を用いて調製したこと以外は、シュガーレスの対照のキャンディは、シュガ
ー入りのキャンディＡ及びＢと同一とした。
【０２１７】
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　ＣＰＰ－ＡＣＰを含有するシュガー入りのハードキャンディ、及び上記の対照のハード
キャンディを、歯エナメルの再石灰化を比較測定するようにデザインされた、二重盲式、
ランダム化交差試験に用いた。着脱可能な口蓋器具を着用している１０の被験者（成人）
の協力により上記試験を実施した。上記口蓋機器は各々、脱石灰化された表面病変を有す
る、ヒトエナメルを含有する４枚のハーフスラブを有していた。当該機器を、次の時間帯
において着用させた：午前８時００分～午前１０時３０分、午前１１時００分～午後１時
００分、午後２時００分～午後３時００分、午後３時３０分～午後６時００分、午後８時
００分～午後９時００分及び午後１０時００分～午前７時００分。ハードキャンディは、
以下の時刻において、１日７回、７日間の間消費させた：午前８時００分、午前９時００
分、午前１１時００分、午後１２時００分、午後２時００分、午後４時００分及び午後８
時００分。被験者は更に、各キャンディ組成物の間において、１週間のウオッシュアウト
期間を経て、他の各々のキャンディを摂取した。
【０２１８】
　各処理期間の後、エナメルスラブを除去し、それらのそれぞれの脱石灰化されたコント
ロールとペアを形成させ、マイクロラジオグラフィ及びコンピューターを利用したデンシ
トメーターによる画像解析を行い、再石灰化のレベルを測定した。ＣＰＰ－ＡＣＰを含有
するシュガー入りのハードキャンディでは、対照のシュガー入りのハードキャンディより
高いレベルで歯エナメルの再石灰化が促進された。
【０２１９】
　特に、対照のシュガー入りのハードキャンディでは、エナメル表面下の病変において、
６．１％±０．８％の脱石灰化を生じさせた。組成Ａ（０．５％のＣＰＰ－ＡＣＰ）のシ
ュガー入りのハードキャンディでは、３．５％±０．７％のレベルで、エナメル表面下の
再石灰化を生じさせた。組成Ｂ（１％のＣＰＰ－ＡＣＰ）のシュガー入りのハードキャン
ディでは、８．６％±０．６％のレベルでエナメル表面下の再石灰化を生じさせた。これ
らの結果（図１に示す）は、シュガー入りのハードキャンディへのＣＰＰ－ＡＣＰの添加
により、脱石灰化が防止されるだけでなく、歯のエナメル表面下の病変の再石灰化も著し
く促進されることが示された。
【０２２０】
　更に、組成Ｂ（１％のＣＰＰ－ＡＣＰを含む）のシュガー入りのハードキャンディでは
、対照のシュガーレスのハードキャンディより高いレベルで、歯エナメルの再石灰化が促
進された。通常、シュガーレスのキャンディは糖を含まず、ゆえにシュガー入りのキャン
ディのような歯エナメルの脱石灰化を生じさせる有機酸が生成されない。更に、シュガー
レスのキャンディでは、キャンディの消費の間、唾液が分泌されるため、歯エナメルが典
型的な再石灰化プロセスを受けることができる。ゆえに、この実施例における対照のシュ
ガーレスのハードキャンディは、組成Ａ及びＢのシュガー入りのハードキャンディとは異
なる機構により、再石灰化を促進することが示された。特に、対照のシュガーレスのハー
ドキャンディでは、４．８％±０．９％のレベルでエナメル表面下の再石灰化を生じさせ
た。上記のように、組成Ｂ（１％のＣＰＰ－ＡＣＰを含む）のシュガー入りのハードキャ
ンディでは、８．６％±０．６％のレベルでエナメル表面下の再石灰化を生じさせた。す
なわち、この再石灰化の差異は統計学的に有意であり、組成Ｂのシュガー入りのハードキ
ャンディでは、対照のシュガーレスのハードキャンディを顕著に超越するレベルで歯エナ
メルの再石灰化が促進されることが示された。これらの結果を図１に示す。
【０２２１】
　以上より、ＣＰＰ－ＡＣＰを含有するシュガー入りの菓子製品は、歯エナメルの再石灰
化を顕著に促進することが示された。
【０２２２】
実施例２：
　この実施例は、対照のシュガー入りの菓子製品及び対照のシュガーレスの菓子製品と比
較した、ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムを含有するシュガー入り
の菓子製品の再石灰化効果を示す。
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【０２２３】
　ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムを含有する２つの異なるシュガ
ー入りのハードキャンディを、下記の表３の組成に従って調製した。第１のシュガー入り
のハードキャンディ（「Ｃ」）には、０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、１．６％の乳酸カルシ
ウム及び１．５％のリン酸ナトリウムを含有させ、第２のシュガー入りのハードキャンデ
ィ（「Ｄ」）には、０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、２．８％の乳酸カルシウム及び１．７％
のリン酸ナトリウムを含有させた。対照のシュガー入りのハードキャンディ（ＣＰＰ－Ａ
ＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムを含まない）を、下記の表３の組成に従って
調製した。また、対照のシュガーレスのハードキャンディ（ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシ
ウム及びリン酸ナトリウムを含まない）を、下記の表３の組成に従って調製した。
【０２２４】
表３：ハードキャンディの組成
【表２】

【０２２５】
　個々のシュガー入りのハードキャンディを、上記の表３に従って調製した。ＣＰＰ－Ａ
ＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムを含まない以外は、シュガー入りの対照のキ
ャンディは、シュガー入りのキャンディＣ及びＤと同一とした。ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カ
ルシウム及びリン酸ナトリウムを含まず、糖甘味料の代わりにシュガーレスの甘味料を用
いて調製した以外は、シュガーレスの対照のキャンディは、シュガー入りのキャンディＣ
及びＤと同一とした。
【０２２６】
　ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムを含有するシュガー入りのハー
ドキャンディ、及び対照のハードキャンディを、歯エナメルの再石灰化を比較測定するよ
うにデザインされた二重盲式、ランダム化交差試験に用いた。着脱可能な口蓋器具を着用
している１２の被験者（成人）の協力により上記試験を実施した。上記口蓋機器は各々、
脱石灰化された表面病変を有する、ヒトエナメルを含有する４枚のハーフスラブを有して
いた。上記機器はまた、２枚の硬質エナメル板を含んでいた。当該機器を、次の時間帯に
おいて着用させた：午前８時００分～午前１０時３０分、午前１１時００分～午後１時０
０分、午後２時００分～午後３時００分、午後３時３０分～午後６時００分、午後８時０
０分～午後９時００分及び午後１０時００分～午前７時００分。ハードキャンディは、以
下の時刻において、１日７回、７日間の間消費させた：午前８時００分、午前９時００分
、午前１１時００分、午後１２時００分、午後２時００分、午後４時００分及び午後８時
００分。被験者は更に、各キャンディ組成物の間において、１週間のウオッシュアウト期
間を経て、他の各々のキャンディを摂取した。
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【０２２７】
　各処理期間の後、エナメルスラブを除去し、それらのそれぞれの脱石灰化されたコント
ロールとペアを形成させ、マイクロラジオグラフィ及びコンピューターを利用したデンシ
トメーターによる画像解析を行い、再石灰化のレベルを測定した。ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸
カルシウム及びリン酸ナトリウムを含有するシュガー入りのハードキャンディでは、対照
のシュガー入りのハードキャンディより高いレベルで歯エナメルの再石灰化が促進された
。
【０２２８】
　特に、対照のシュガー入りのハードキャンディでは、エナメル表面下の病変において５
．２３％±０．７１％の脱石灰化を生じさせた。組成Ｃ（０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、１
．６％の乳酸カルシウム及び１．５％のリン酸ナトリウム）のシュガー入りのハードキャ
ンディでは、７．４９％±０．６０％のレベルでエナメル表面下の再石灰化を生じさせた
。組成Ｄ（０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、２．８％の乳酸カルシウム及び１．７％のリン酸
ナトリウム）のシュガー入りのハードキャンディでは、１３．２０％±０．７４％のレベ
ルでエナメル表面下の再石灰化を生じさせた。これらの結果（図２に示す）は、シュガー
入りのハードキャンディへのＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムの添
加により、脱石灰化が防止されるだけでなく、歯のエナメル表面下の病変の再石灰化も著
しく促進させることが示された。
【０２２９】
　ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムを含有するシュガー入りのハー
ドキャンディではまた、対照のシュガーレスのハードキャンディより高いレベルで歯エナ
メルの再石灰化が促進された。上記のように、シュガーレスのキャンディは、典型的な再
石灰化プロセスの進行を可能とすることによって、歯エナメルを再石灰化する。ゆえに、
この実施例における対照のシュガーレスのハードキャンディは、組成Ｃ及びＤのシュガー
入りのハードキャンディとは異なる機構により、再石灰化を促進することが示された。特
に、対照のシュガーレスのハードキャンディでは、４．５３％±０．５１％のレベルでエ
ナメル表面下の再石灰化を生じさせた。上記のように、組成Ｃ（０．１％のＣＰＰ－ＡＣ
Ｐ、１．６％の乳酸カルシウム及び１．５％のリン酸ナトリウム）のシュガー入りのハー
ドキャンディでは、７．４９％±０．６０％のレベルでエナメル表面下の再石灰化を生じ
させた。組成Ｄ（０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、２．８％の乳酸カルシウム及び１．７％の
リン酸ナトリウム）のシュガー入りのハードキャンディでは、１３．２０％±０．７４％
のレベルでエナメル表面下の再石灰化を生じさせた。以上より、シュガー入りのハードキ
ャンディへのＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムの添加によっても、
シュガーレスのハードキャンディと比較し、歯のエナメル表面下の病変の再石灰化が顕著
に促進されることが示された。これらの結果を図２に示す。
【０２３０】
　硬質エナメルにおける結果は、エナメル表面下の病変の結果と類似していた。特に、対
照のシュガー入りのハードキャンディでは、４．０３±１．１１％のレベルで硬質エナメ
ルの脱石灰化を生じさせた。対照のシュガーレスのハードキャンディでは、０．６８±０
．７０％のレベルで硬質エナメルの再石灰化を生じさせた。組成Ｃ（０．１％のＣＰＰ－
ＡＣＰ、１．６％の乳酸カルシウム及び１．５％のリン酸ナトリウム）のシュガー入りの
ハードキャンディでは、０．８５％±０．５１％のレベルで硬質エナメルの再石灰化を生
じさせた。組成Ｄ（０．１％のＣＰＰ－ＡＣＰ、２．８％の乳酸カルシウム及び１．７％
のリン酸ナトリウム）のシュガー入りのハードキャンディでは、１．２％±０．７３％の
レベルで硬質エナメルの再石灰化を生じさせた。これらの結果は、シュガー入りのハード
キャンディへのＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナトリウムの添加により、硬
質エナメルの脱石灰化が防止されることが示された。
【０２３１】
実施例３：
【０２３２】
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表４：再石灰化フィルム：
【表３】

【０２３３】
　食用の再石灰化フィルムを、上記の表４の組成に従って調製した。
【０２３４】
　当該フィルムは、最初に甘味料（キシリトール、Ａｃｅ－スルフェームＫ及びスクラロ
ース）、及び着色剤を水に溶解させて調製した。親水コロイドを溶液に添加し、分散させ
た。高剪断ミキサーを用い、必要に応じて塊りを破砕した。親水コロイドを１．５時間の
水和させ、その後、可塑剤（グリセリン）、ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及び風味剤
を添加した。バッチを混合し、１５～３０分間静置した。
【０２３５】
　その後、フィルムを７４℃のホットプレート上に置いた。具体的には、水浴をホットプ
レートに配置し、フィルムを、水浴の上に配置したステンレス板金上に置いた。ホットプ
レートの温度が高すぎる場合（すなわち水が沸騰する場合）、フィルムはプレートと溶融
し、除去されにくくなる。乾燥させた後、フィルムをプレートから剥がし、平衡化（約２
４時間）させた後、ストリップをカットした。
【０２３６】
実施例４：
【０２３７】
表５：アイスティー飲料：
【表４】

【０２３８】
　飲料組成物を、上記の表５の組成に従って調製した。
【０２３９】
　安息香酸ナトリウム以外のすべての成分を秤量し、漏斗を使用してメスフラスコに添加
した。フラスコ中に水をほぼ完全に満たし、安息香酸ナトリウムを添加した。フラスコを
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スコを磁気撹拌器に配置して撹拌した。
【０２４０】
実施例５：
【０２４１】
表６：歯磨組成物
【表５】

【０２４２】
　歯磨剤合成を、上記の表６の組成に従って調製した。
【０２４３】
　混合タンクのジャケット温度を、約１５０°Ｆ（６５℃）に設定した。湿潤剤（グリセ
リン、ソルビトール、ＰＥＧ）及び水を混合タンクに添加し、撹拌を開始させた。温度が
１２０°Ｆ（５０℃）に到達したとき、甘味料（サッカリン）、フッ化物、キレート剤（
トリポリリン酸ナトリウム）、着色剤（二酸化チタン）及び安息香酸ナトリウムを添加し
た。増粘剤（カルボキシメチルセルロース）をシリカ研磨材に添加し、得られる混合物を
混合タンクに添加し、激しく混合した。ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸ナト
リウムを上記混合物に添加し、撹拌を継続させた。タンクを１２０°Ｆ（５０℃）に冷却
し、風味剤を添加した。更に約５分間混合し、最終的な組成物を得た。
【図面の簡単な説明】
【０２４４】
【図１】シュガー入りのコントロール及びシュガーレスのコントロールと比較した、本発
明に係る、ＣＰＰ－ＡＣＰを含有する２つのシュガー入りの菓子組成物により提供される
、エナメル表面下の病変の再石灰化のパーセンテージを示すグラフである。
【図２】シュガー入りのコントロール及びシュガーレスのコントロールと比較した、本発
明に係る、ＣＰＰ－ＡＣＰ、乳酸カルシウム及びリン酸カルシウムを含有する２つのシュ
ガー入りの菓子組成物により提供される、エナメル表面下の病変の再石灰化のパーセンテ
ージを示すグラフである。
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