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(57)【要約】
【課題】高品質のキシリトール含有キャンディを短時間
に得る手法を提供する。
【解決手段】本発明のキャンディ組成物は、主成分であ
るキシリトール及びその他の糖質を含む糖組成部と、キ
シリトールの結晶化を促進する結晶化促進剤とを含有す
る。結晶化促進剤は、９０℃に保たれた糖組成部の融液
１００ｇに対して結晶化促進剤の粉末５０．５ｇ添加し
、３０分間撹拌した場合において、融液に固体残留物を
有する物質である。結晶化促進剤の含有量は、キャンデ
ィ組成物に対して０．５質量部以上１０質量部以下であ
ることが好ましい。結晶化促進剤は、茶粉末、コーヒー
粉末、ココア粉末、タルク粉末、炭酸カルシウム粉末、
無水ケイ酸粉末、炭酸マグネシウム粉末及びこれらの組
合せから選択されることが好ましい。本発明の複数領域
菓子１０は、上記キャンディ組成物の硬化物からなる定
形の領域３０を備え、この定形の領域３０の少なくとも
一部が露出することが好ましい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主成分であるキシリトール及びその他の糖質を含む糖組成部と、前記キシリトールの結
晶化を促進する結晶化促進剤とを含有し、前記結晶化促進剤が、９０℃に保たれた前記糖
組成部の融液１００ｇに対して前記結晶化促進剤の粉末０．５ｇ添加し、３０分間撹拌し
た場合において、前記融液に固体残留物を有する物質である、キャンディ組成物。
【請求項２】
　前記結晶化促進剤の含有量は、前記キャンディ組成物１００質量部に対して０．５質量
部以上１０質量部以下である、請求項１に記載のキャンディ組成物。
【請求項３】
　前記結晶化促進剤は、茶粉末、コーヒー粉末、ココア粉末、タルク粉末、炭酸カルシウ
ム粉末、無水ケイ酸粉末、炭酸マグネシウム粉末及びこれらの組合せから選択される物質
である、請求項１又は２に記載のキャンディ組成物。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載のキャンディ組成物の硬化物からなる定形の領域を備
える複数領域菓子。
【請求項５】
　前記定形の領域の少なくとも一部が露出する、請求項４に記載の複数領域菓子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャンディ及び複数領域菓子、より詳しくは、キシリトールを含有する定形
のキャンディ、及びこのキャンディからなる領域を含む複数領域菓子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　キシリトールを含有するキャンディは、一般に、次の工程を経て製造される（例えば、
特許文献１参照）。
　（１）キシリトール及び他の糖又はポリオールを加熱し、完全に融解させる。
　（２）（１）で得た融液に結晶キシリトールを加え、キシリトールの結晶化率が所要の
割合に達するまで撹拌しながらキシリトールの結晶化を進める。
　（３）（２）を成型し、冷却してキシリトールを完全に結晶化させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２８０２１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記結晶化を進める際、キャンディ組成物は、結晶キシリトールと、融解キシリトール
と、融解ポリオールとを含有するスラリー状である。（２）で得たキシリトールスラリー
は、キシリトール結晶の割合が高いと、粘度が高くなる。そのため、キシリトールスラリ
ーを成型するのは容易でなく、品質低下につながり得る。一方、キシリトール結晶の割合
が低いと、キシリトールスラリーを成型するのは容易であるが、成型後、完全に結晶化す
るまでに長時間を要する。
【０００５】
　本発明は、以上の実情に鑑みてなされたものであり、高品質のキシリトール含有キャン
ディを短時間に得ることのできる手法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、キシリトール含有キャンディの組成を検討することで上記の課題を解決
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できることを見出し、本発明を完成するに至った。具体的に、本発明は以下を提供する。
【０００７】
　（１）本発明は、主成分であるキシリトール及びその他の糖質を含む糖組成部と、前記
キシリトールの結晶化を促進する結晶化促進剤とを含有し、前記結晶化促進剤が、９０℃
に保たれた前記糖組成部の融液１００ｇに対して前記結晶化促進剤の粉末０．５ｇ添加し
、３０分間撹拌した場合において、前記融液に固体残留物を有する物質である、キャンデ
ィ組成物である。
【０００８】
　（２）また、本発明は、前記結晶化促進剤の含有量が前記キャンディ組成物１００質量
部に対して０．５質量部以上１０質量部以下である、（１）に記載のキャンディ組成物で
ある。
【０００９】
　（３）また、本発明は、前記結晶化促進剤が、茶粉末、コーヒー粉末、ココア粉末、タ
ルク粉末、炭酸カルシウム粉末、無水ケイ酸粉末、炭酸マグネシウム粉末及びこれらの組
合せから選択される物質である、（１）又は（２）に記載のキャンディ組成物である。
【００１０】
　（４）また、本発明は、（１）から（３）のいずれかに記載のキャンディ組成物の硬化
物からなる定形の領域を備える複数領域菓子である。
【００１１】
　（５）また、本発明は、前記定形の領域の少なくとも一部が露出する、（４）に記載の
複数領域菓子である。
【発明の効果】
【００１２】
　キシリトールのほか、結晶化促進剤を含めることで、スラリーの高粘度化を抑えられ、
かつ、キシリトールの結晶化を短時間で効率よく進められる。本発明によると、高品質の
キシリトール含有キャンディを短時間に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る複数領域菓子１０の断面図である。
【図２】本発明の変形例に係る複数領域菓子を示す図である。
【図３】図１の複数領域菓子の製造方法の一例を示す図である。
【図４】キシリトールの結晶化速度に関し、実施例１と比較例１とを比較したときの結果
を示す図である。
【図５】キシリトールの結晶化速度に関し、実施例２と比較例１とを比較したときの結果
を示す図である。
【図６】キシリトールの結晶化速度に関し、比較例１と比較例２とを比較したときの結果
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を説明するが、これらが本発明を限定するものではない。
【００１５】
＜キャンディ組成物＞
　本発明のキャンディ組成物は、主成分であるキシリトール及びその他の糖質を含む糖組
成部と、上記キシリトールの結晶化を促進する結晶化促進剤とを含有する。
【００１６】
〔糖組成部〕
　糖組成部は、主成分であるキシリトール及びその他の糖質を含む。
【００１７】
［キシリトール］
　キシリトールは、天然の代用甘味料として知られる。キシリトールは、溶解時の吸熱作
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用を有するので、口腔内で冷涼感を与えることができる。また、融液の温度が低い場合で
あっても、キシリトールは、他のポリオールに比べて比較的高い流動性を有する。したが
って、キシリトールは、キャンディ組成物に含まれる成分として広く用いられる。
【００１８】
　本明細書において、「主成分」とは、糖組成部に含まれる複数種類の糖質のうち、最も
含有割合が高いことをいう。すなわち、本発明において、キシリトールは、キャンディ組
成物に含まれる複数種類の糖質のうち、含有割合が最も高い糖質である。キシリトールの
含有量は特に限定されるものでないが、キャンディ組成物内の糖組成部１００質量部に対
して５０質量部以上９８質量部以下であることが好ましく、７０質量部以上９４質量部以
下であることがより好ましい。キシリトールの含有量が少なすぎると、キシリトールスラ
リーを撹拌して結晶化を進めるのに長時間を要し、また冷却して固化するまでに長時間を
要し生産性を著しく損なう可能性がある。キシリトールの含有量が多すぎると、すぐに結
晶化してしまうので成型できない可能性がある。
【００１９】
［その他の糖質］
　キャンディ組成物は、糖組成部として、キシリトールとは異なるその他の糖質（例えば
、糖、キシリトール以外の糖アルコール）を少なくとも一種類以上含む。
【００２０】
　その他の糖質は、キシリトール以外であれば、糖であってもよいし、糖アルコールであ
ってもよい。その他の糖質が単糖類を含む場合、単糖類は、炭素原子３個以上のポリヒド
ロキシアルデヒド又はポリヒドロキシケトン誘導体であり、例えば、グルコース、フルク
トース、エリトロース、キシロース、ソルボース、ガラクトース、その他異性化糖等を挙
げることができ、これらは単独で使用することもできるが、２つ以上の混合物を使用する
こともできる。単糖類として、ブドウ糖（グルコース）、果糖（フルクトース）、エリト
ロース、木糖（キシロース）から選ばれる少なくとも１つを用いると、キシリトールスラ
リーがすぐに結晶化することを防止できることのほか、取り扱い性がよく、入手が容易で
安価であるため、好ましい。
【００２１】
　その他の糖質が二糖類を含む場合、二糖類は、単糖が２個結合した形のポリヒドロキシ
アルデヒド又はポリヒドロキシケトン誘導体であり、例えば、スクロース、マルトース、
ラクトース、パラチノース、その他異性化糖等を挙げることができ、これらは単独で使用
することもできるが、２つ以上の混合物を使用することもできる。二糖類として、ブドウ
糖と果糖が結合してできた砂糖（スクロース）、麦芽糖（マルトース）、乳糖（ラクトー
ス）、パラチノースから選ばれる少なくとも１つを用いると、キシリトールスラリーがす
ぐに結晶化することを防止できることのほか、取り扱い性がよく、入手が容易で安価であ
るため、好ましい。
【００２２】
　その他の糖質が三糖類及び／又はオリゴ糖を含むものであってもよいが、三糖類及びオ
リゴ糖は、分子量が大きく、加熱時の糖液粘度が高いこと、及びキシリトールスラリーが
すぐに結晶化することの防止効果が単糖類及び二糖類に比べて低い。そのため、その他の
糖質が糖を含む場合、糖は、単糖類及び／又は二糖類を含むものであることが好ましい。
【００２３】
　その他の糖質が糖アルコールを含む場合、糖アルコールは、糖類のアルデヒドやケトン
のカルボニル基を還元（水素添加）して得られる鎖状多価アルコールであり、例えば、ソ
ルビトール、エリスリトール、マンニトール、ガラクチトール、マルチトール、還元バラ
チノース、ラクチトール等を挙げることができ、これらは単独で使用することもできるが
、２つ以上の混合物を使用することができる。
【００２４】
　中でも、キシリトールスラリーがすぐに結晶化することを効果的に防止できる点で、ブ
ドウ糖（グルコース）を還元反応したソルビトール、異性体としてのマンニトール、エリ
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トロースを還元反応させたエリスリトール等の単糖類を原料とする糖アルコールが好まし
い。麦芽糖（マルトース）を還元反応した還元麦芽糖（マルチトール）、パラチノースを
還元反応した還元バラチノース、乳糖（ラクトース）を還元反応したラクチトール等も本
発明において効果的である。
【００２５】
　以上のように、他の糖質は、分子量の小さな単糖類やその糖アルコールが最も好ましい
が、二糖類やその糖アルコールにおいても遜色のない効果が得られる。
【００２６】
　他の糖質の含有量は特に限定されるものでないが、キャンディ組成物内の糖組成部１０
０質量部に対して２質量部以上５０質量部以下であることが好ましく、６質量部以上３０
質量部以下であることがより好ましい。他の糖質の含有量が少なすぎると、キシリトール
スラリーがすぐに結晶化してしまうので成型できない可能性がある。他の糖質の含有量が
多すぎると、キシリトールスラリーを撹拌して結晶化を進めるのに長時間を要し、また冷
却して固化するまでに長時間を要し生産性を著しく損なう可能性がある。
【００２７】
〔結晶化促進剤〕
　本発明のキャンディ組成物は、キシリトールの結晶化を促進する結晶化促進剤を含有す
る。本明細書において、「結晶化促進剤」とは、９０℃に保たれた本発明キャンディ組成
物の糖組成部融液に対して結晶化促進剤の粉末０．５ｇ添加し、３０分間撹拌した場合に
おいて、融液に固体残留物を有する物質をいう。
【００２８】
　結晶化促進剤として、茶粉末、コーヒー粉末、ココア粉末、タルク粉末、炭酸カルシウ
ム粉末、無水ケイ酸粉末、炭酸マグネシウム粉末及びこれらの組合せから選択される物質
が挙げられる。一方、クエン酸、リンゴ酸、アスコルビン酸は、本発明の結晶化促進剤に
は該当しない。
【００２９】
　物質が本発明の結晶化促進剤に該当するか否か、すなわち、９０℃に保たれた上記糖組
成部の融液１００ｇに対して結晶化促進剤の粉末０．５ｇ添加し、３０分間撹拌した場合
において、融液に固体残留物を有するか否かを判別する手法として、目視での確認、及び
マイクロスコープや光学顕微鏡での観察が挙げられる。
【００３０】
　結晶化促進剤の含有量は特に限定されるものでないが、キャンディ組成物１００質量部
に対して０．５質量部以上１０質量部以下であることが好ましく、１質量部以上５質量部
以下であることがより好ましい。結晶化促進剤の含有量が少なすぎると、キシリトールの
結晶化を好適に促進できず、スラリーの高粘度化を抑えられ、かつ、キシリトールの結晶
化を短時間で効率よく進めるという本発明の効果を十分に発揮できない可能性がある。結
晶化促進剤の含有量が多すぎると、キシリトールの呈味（甘味、冷涼感等）を十分に得ら
れないとともに、ザラツキが発生して、キャンディとしての舐め心地を損なう可能性があ
る。
【００３１】
〔他の成分〕
　必須の構成ではないが、キャンディ組成物は、キシリトール及びその他の糖質を含む糖
組成部、並びに結晶化促進剤に加え、任意成分をさらに含んでよい。このような任意成分
としては、加温剤、冷却剤、刺激剤、フレーバー、甘味料、酸味料、苦味料、塩味料、界
面活性剤、呼気清涼剤、抗菌剤、抗歯石剤、抗歯垢剤、フッ化物化合物、再石灰化剤、薬
剤、微量栄養素、喉ケア剤、歯ホワイトニング剤、エネルギー増強剤、集中力増強剤、食
欲抑制剤、着色料、その他成分が挙げられる。
【００３２】
＜複数領域菓子＞
　本発明の複数領域菓子は、上記キャンディ組成物の硬化物からなる定形の領域を備える
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。そして、必須の構成ではないが、本発明の複数領域菓子は、上記定形の領域の少なくと
も一部が露出することが好ましい。
【００３３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る複数領域菓子としてのキャンディ１０の模式図であ
る。キャンディ１０は、第１領域２０及び第２領域３０を備え、第１領域２０及び第２領
域３０が隣接して配置されている。キャンディ１０は、さらに第１領域４０を備え、第２
領域３０の上下面３４，３７が第１領域２０，４０により被覆されている。この結果、第
２領域３０は、少なくとも一部が露出している。
【００３４】
　第１領域２０，４０は、広く一般に知られたキャンディからなり、組成は特に限定され
るものではない。第１領域２０，４０は、互いに異なる組成であってもよい、同一の組成
であってもよい。第２領域は、本発明に係るキャンディ組成物の硬化物からなり、上記キ
シリトール及び上記結晶化促進剤を含有する。
【００３５】
　本明細書において、定形とは、液体や粉体のような不定形でないことを指す一方、固体
に限定されず、ガラス体、半固体も包含する。第２領域は、定形であることにより、少な
くとも一部を露出させることができる。
【００３６】
　以上の要件を満たす限りにおいて、本発明の複数領域菓子の構成は、特に限定されず、
第１領域及び第２領域の数、配置、形状、比率等はあらゆるものであってよい。
【００３７】
　図２は、本発明の変形例に係る複数領域菓子を示す図である。図２（Ａ）（平面図）の
キャンディ１０Ａは、円柱状であり、第１領域が符号２０Ａの１つのみである点で前記実
施形態と異なる。図２（Ｂ）のキャンディ１０Ｂは、円柱状であり、円柱状の第２領域３
０Ｂがドーナツ状の第１領域２０Ｂに包囲されている点で、キャンディ１０Ａと異なる。
図２（Ｃ）のキャンディ１０Ｃは、直方体状であり、直方体状の第１領域２０Ｃ及び第２
領域３０Ｃで構成される点で、キャンディ１０Ｂと異なる。図２（Ｄ）のキャンディ１０
Ｄは、直方体状の第１領域２０Ｄの内部に円柱状の第２領域３０Ｂが形成される点で、キ
ャンディ１０Ｃと異なる。
【００３８】
　＜複数領域菓子の製造方法＞
　本発明に係る複数領域菓子の製造方法は、第１菓子組成物を溶融した後に硬化して第１
領域を製造する工程と、本発明に係る菓子組成物であって、キシリトール及び結晶化促進
剤を含有する菓子組成物（以下、「第２菓子組成物」ともいう。）を溶融した後に硬化し
て第２領域を製造する工程とを有する。
【００３９】
　本発明の複数領域菓子の製造方法は、上記要件を満たす限り、任意のプロセスで行われ
てよい。例えば、スタンピング製法（第１領域及び第２領域を組み合わせた菓子全体を引
き伸ばした後、所望の寸法を有する型でスタンプして引きちぎる。なお、引き伸ばす前後
の菓子は、既に不定形でないため、硬化後の物体に該当する）、デポジット製法（溶融状
態の混合物を成形型内にデポジットして硬化させる工程を逐次繰り返し、積層構造の複数
領域菓子を形成する）を使用し得る。ただし、表面をより滑らかに形成できる観点で、デ
ポジット法が好ましい。
【００４０】
　そこで、デポジット法を用いて前記実施形態に係る複数領域菓子１０の製造方法を、図
３を参照しながら説明する。まず、第１菓子組成物を溶融した第１領域溶融体２１を、成
形型２００の型本体２１０内に供給する（図３（Ａ））。この状態で第１領域溶融体２１
を冷却して硬化させることで、第１領域２０が製造される（図３（Ｂ））。次に、第１領
域２０の上に、第２菓子組成物を溶融した第２領域溶融体３１を供給し（図３（Ｃ））、
冷却して硬化させることで、第２領域３０が製造される（図３（Ｄ））。
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【００４１】
　第２領域溶融体３１は、キシリトール結晶の割合が高いと、硬く、粘着性を有する。そ
のため、第１領域２０の上に第２領域溶融体３１を供給したときに、第２領域溶融体３１
が第１領域２０の上に均一に広がらない可能性があり、不良品となり得る。一方、キシリ
トール結晶の割合が低いと、第２領域溶融体３１が第１領域２０の上に均一に広がるもの
の、その後、第２領域溶融体３１が硬化するまでに時間を要する。
【００４２】
　本発明は、第２領域溶融体３１は、キシリトール及び結晶化促進剤を含有するため、不
良品の生成を抑えるとともに、第２領域溶融体３１が硬化するまでの時間を短くすること
ができる。
【００４３】
　続いて、第２領域３０の上に、第１領域溶融体４１を供給し（図３（Ｅ））、冷却して
硬化させることで、第１領域４０が製造される（図３（Ｆ））。このようにして、前記実
施形態に係る複数領域菓子１０が製造される。その後、一般的には、型本体２１０の底に
設けられた棒状体２３０で複数領域菓子１０を押し、型本体２１０から分離して回収する
（図３（Ｇ））。この過程で、第１領域２０の上面の略中央に凹み（図示せず）が形成さ
れる。
【００４４】
　図２に示した変形例についても同様であるが、特に、長手状のキャンディを形成した後
、この長手状のキャンディを、第２領域の表面が露出するように切断する場合、第２領域
溶融体３１が硬化した後でなければ、長手状のキャンディを切断できない。本発明による
と、第２領域溶融体３１が硬化するまでの時間を短くすることができるため、長手状のキ
ャンディを形成してから、この長手状のキャンディを第２領域の表面が露出するように切
断するまでの時間を短くすることができる。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらによって限定さ
れるものではない。
【００４６】
＜試験例１＞　結晶化速度の測定
〔実施例１及び比較例１〕
【表１】

【００４７】
　表１において、結晶化促進剤は、以下のとおりである。
　　抹茶粉末（製品名：殺菌済宇治抹茶ＭＯＫ－５，共栄製茶株式会社製）
　　ホタテ未焼成カルシウム粉末（製品名：ホタテ末，株式会社エヌ・シー・コーポレー
ション製）
　　サンゴ未焼成カルシウム粉末（製品名：コーラルバイオ・ＰＷ－Ｓ，コーラルバイオ
テック株式会社製）
　　炭酸カルシウム粉末（製品名：重質炭酸カルシウム　アラゲン，株式会社カルファイ
ン製）
【００４８】
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〔実施例１－１～１－９〕
　結晶キシリトール（製品名：ＸＹＬＩＴＯＬ　Ｃ，ダニスコ社製）８２３．５ｇと、結
晶ソルビトール（製品名：ＮＥＯＳＯＲＢ　Ｐ２０／６０，ロケット社製）６７．５ｇと
を１２０℃まで加熱し、完全に融解させた。この融液を８０℃のオイルバスにて冷却しな
がら撹拌し、８２℃の時点で上記結晶キシリトール９ｇを添加し、キシリトールの結晶化
を開始した。なお、本明細書において、温度は、正しく校正された突き刺し型デジタル温
度計を用いて測定するものとする。
【００４９】
　続いて、キシリトールスラリー中の結晶量を毎分測定し、結晶量が２５質量％に到達し
た時点で、表１に示す結晶化促進剤２７ｇを添加した。本明細書において、キシリトール
スラリー中の結晶量は、ＦＢＲＭ（メトラートレド社）により測定された結晶粒子サイズ
分布から算出するものとする。また、結晶化促進剤の添加量は、キシリトールスラリー１
００質量部に対し、３質量部に相当する。結晶化促進剤の添加後、キシリトールスラリー
中の結晶量を毎分測定した。結晶化促進剤を添加してから経過した時間（単位：分）を横
軸に、キシリトールの結晶化速度（単位：重量％／分）を縦軸にした結果を図４に示す。
【００５０】
〔比較例１〕
　結晶化促進剤２７ｇを添加しなかったこと以外は、実施例１－１～１－９と同じ手法に
てキャンディを調製した。結晶量が２５質量％に到達した時点から経過した時間（単位：
分）を横軸に、キシリトールの結晶化速度（単位：重量％／分）を縦軸にした結果を図４
に示す。
【００５１】
　実施例１における各々の結晶化促進剤を用いた場合、結晶化促進剤を用いない場合に比
べてキシリトールの結晶化速度が大きい。すなわち、結晶化促進剤を加えることで、キシ
リトールの結晶化に必要な時間が短くなるといえる。
【００５２】
〔実施例２及び比較例１〕
【表２】

【００５３】
　表２において、結晶化促進剤は、以下のとおりである。
　　無水ケイ酸粉末（製品名：カープレックス（登録商標）　ＦＰＳ－５００，ＤＳＬジ
ャパン株式会社製）
　　炭酸マグネシウム粉末（製品名：食品添加物　炭酸マグネシウム，富田製薬株式会社
製）
【００５４】
〔実施例２－１及び２－２〕
　表１に示す結晶化促進剤９ｇを添加したこと以外は、実施例１－１と同じ手法にてキャ
ンディを調製した。結晶化促進剤の添加量は、キシリトールスラリー１００質量部に対し
、１質量部に相当する。結晶化促進剤を添加してから経過した時間（単位：分）を横軸に
、キシリトールの結晶化速度（単位：重量％／分）を縦軸にした結果を図５に示す。参考
として、比較例１の結果も図５に示す。
【００５５】
　結晶化促進剤が無水ケイ酸粉末、炭酸マグネシウム粉末である場合も同様に、実施例２
における各々の結晶化促進剤を用いた場合、結晶化促進剤を用いない場合に比べてキシリ
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結晶化に必要な時間が短くなるといえる。
【００５６】
〔比較例１及び比較例２〕
【表３】

 
【００５７】
　表３において、結晶化促進剤は、以下のとおりである。
　　クエン酸一水和物粉末（製品名：クエン酸フソウ，扶桑化学工業株式会社製）
　　リンゴ酸粉末（製品名：リンゴ酸フソウ，扶桑化学工業株式会社製）
　　アスコルビン酸粉末（製品名：Ａｓｃｏｒｂｉｃ　Ａｃｉｄ，Ｗｅｉｓｈｅｎｇ　Ｐ
ｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ製）
【００５８】
〔比較例２－１～２－３〕
　結晶化促進剤を表３に示す物に置き換えたこと以外は、実施例１－１と同じ手法にてキ
ャンディを調製した。結晶化促進剤を添加してから経過した時間（単位：分）を横軸に、
キシリトールの結晶化速度（単位：重量％／分）を縦軸にした結果を図６に示す。参考と
して、比較例１の結果も図６に示す。
【００５９】
　比較例２－１～２－３に係る物を含む場合、結晶化速度は、添加直後においては比較例
１よりも大きくなるものの、添加してから５分後には比較例１と同等になり、それ以降は
比較例１より小さくなる。そのため、比較例２に係る物を加えても、キシリトールの結晶
化に必要な時間を短くすることはできない。
【００６０】
＜試験例２＞　溶解性の評価
　上記結晶キシリトール９２．５ｇと、上記結晶ソルビトール７．５ｇとを１２０℃まで
加熱し、完全に融解させた。この融液を９０℃まで冷却し、９０℃のオイルバスにて保温
した。そこに、実施例１－１～１－４、２－１及び２－２、並びに比較例２－１～２－３
に係る物質を０．５ｇ添加し、３０分間撹拌した後、融液内に添加物が残留しているかど
うか目視にて確認した。結果を表４に示す。
【００６１】
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【表４】

【００６２】
　結晶キシリトール９２．５ｇ及び結晶ソルビトール７．５ｇからなり、９０℃に保たれ
た融液に対して実施例に係る粉末０．５ｇ添加し、３０分間撹拌した場合、融液には固体
残留物が観察された。一方、上記融液に対して比較例に係る粉末０．５ｇ添加し、３０分
間撹拌した場合、融液には固体残留物が観察されなかった。
【００６３】
　このことから、結晶キシリトール９２．５ｇ及び結晶ソルビトール７．５ｇからなり、
９０℃に保たれた融液に対して粉末状の物質０．５ｇ添加し、３０分間撹拌した場合にお
いて、融液に固体残留物を有する場合、その物質は、本明細書における「結晶化促進剤」
に相当するといえる。
【００６４】
＜試験例３＞　生産性の評価
【表５】

【００６５】
〔実施例３〕
［キャンディ部の調製］
　還元麦芽糖水飴１３２．４ｇを１６５℃まで煮詰めた後、－０．０９ＭＰａ下で水分を
蒸発させ、１００ｇのキャンディ生地を得た。この生地を１５０℃まで冷却後、クチナシ
由来の天然緑色素（製品名：ニチノーカラーグリーンＲ－４０，日農化学工業株式会社社
製）を０．２ｇ、抹茶香料（高砂香料工業株式会社製）を０．２ｇ添加し、十分撹拌した
。
【００６６】
［キシリトール部の調製］
　結晶キシリトール９２．５ｇと結晶ソルビトール７．５ｇとを１２０℃まで加熱し、完
全に溶融させた。この融液を８０℃まで冷却し、よく撹拌し、結晶量が２５質量％になる
までキシリトールの結晶を析出させた。ここに上記抹茶粉末３ｇを加え、十分撹拌した。
【００６７】
［成型］
　楕円形の金属製飴型に、上記キャンディ部の融液１．３ｇを流し入れた。キャンディ部
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が十分固化した後、その上から８８℃に保温した上記キシリトール部０．８ｇを流し入れ
た。その後、その上から上記キャンディ部１．９ｇを流し入れ、２０℃条件下で１０分間
冷却後、金型から取り出し、実施例３に係る複数領域菓子を得た。
【００６８】
〔比較例３－１〕
　キシリトール部において、上記抹茶粉末を加えなかったこと以外は、実施例３と同じ手
法にて、比較例３－１に係る複数領域菓子を得た。
【００６９】
〔比較例３－２〕
　キシリトール部において、上記抹茶粉末を加えなかったこと、及びキシリトールを型に
流し入れる際の温度が８６℃であること以外は、実施例３と同じ手法にて、比較例３－２
に係る複数領域菓子を得た。
【００７０】
〔評価〕
　実施例３、比較例３－１及び比較例３－２に係る複数領域菓子について、金型から取り
出すことができるか、及びキシリトール部が金型の隅々にまで広がっているかを確認した
。結果を表６に示す。
【００７１】
【表６】

【００７２】
　実施例３では、全ての製品を取り出すことができ、かつ全ての製品のキシリトール部が
、金型の隅々まで広がっていた。比較例１から、比較例３ではキシリトール部の結晶化が
不十分であったといえることから、抹茶粉末を添加することで、結晶化速度が大きくなり
、製造過程においてキシリトールの結晶化が十分に進み、粘着性を有しなかったためと推
察される。
【００７３】
　一方、比較例３では、２０％の製品を金型から取り出すことができなかった。取り出せ
なかった製品のキシリトール部を観察すると、結晶化が不十分で、粘着性を有していた。
この粘着性が、金型から取り出せないという現象を起こしている。
【００７４】
　比較例４では、すべての製品を取り出すことができたが、３０％の製品のキシリトール
部が、金型の隅々にまで広がっていなかった。
【符号の説明】
【００７５】
　１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ　複数領域菓子（キャンディ）
　２０、２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ　第１領域
　２１　第１領域溶融体
　３０、３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ　第２領域
　３１　第２領域溶融体
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　３３　下面
　３４　上面
　３７　側面
　４０　第１領域
　４１　第１領域溶融体
　２００　デポジット用型（成形型）
　２１０　型本体
　２３０　棒状体

【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月20日(2015.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主成分であるキシリトール及びその他の糖質を含む糖組成部と、前記キシリトールの結
晶化を促進する結晶化促進剤とを含有し、前記キシリトールが結晶化しており、前記結晶
化促進剤が、９０℃に保たれた前記糖組成部の融液１００ｇに対して前記結晶化促進剤の
粉末０．５ｇ添加し、３０分間撹拌した場合において、前記融液に固体残留物を有する物
質である、キャンディ組成物。
【請求項２】
　前記結晶化促進剤の含有量は、前記キャンディ組成物１００質量部に対して０．５質量
部以上１０質量部以下である、請求項１に記載のキャンディ組成物。
【請求項３】
　前記結晶化促進剤は、茶粉末、コーヒー粉末、ココア粉末、タルク粉末、炭酸カルシウ
ム粉末、無水ケイ酸粉末、炭酸マグネシウム粉末及びこれらの組合せから選択される物質
である、請求項１又は２に記載のキャンディ組成物。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載のキャンディ組成物の硬化物からなる定形の領域を備
える複数領域菓子。
【請求項５】
　前記定形の領域の少なくとも一部が露出する、請求項４に記載の複数領域菓子。
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