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(57)【要約】
【課題】ステインを予防および除去するための食品および口腔用組成物を提供すること。
【解決手段】乾燥麹抽出物であって、該乾燥麹抽出物は、麹エキスおよび非齲蝕性賦形剤
を含む混合物の乾燥物を含み、該乾燥麹抽出物は、プロテアーゼ活性およびタンナーゼ活
性を有する、乾燥麹抽出物。この乾燥麹抽出物の製造方法であって、麹を０℃～２５℃の
水と３０分間～３時間にわたって混合する工程；該混合物から抽出液を分取する工程；該
抽出液と非齲蝕性賦形剤とを混合して抽出液賦形剤混合物を得る工程；および該抽出液賦
形剤混合物を乾燥して乾燥麹抽出物を得る工程を包含する、方法。
【選択図】なし



(2) JP 2011-162491 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥麹抽出物であって、
　該乾燥麹抽出物は、麹抽出物および非齲蝕性賦形剤を含む混合物の乾燥物を含み、
　該乾燥麹抽出物は、プロテアーゼ活性およびタンナーゼ活性を有する、乾燥麹抽出物。
【請求項２】
　前記非齲蝕性賦形剤が、糖アルコールおよび非齲蝕性糖類からなる群より選択される、
請求項１に記載の乾燥麹抽出物。
【請求項３】
　前記乾燥麹抽出物中の糖アルコールの含量および非齲蝕性糖類の含量の合計が２０重量
％～９５重量％である、請求項２に記載の乾燥麹抽出物。
【請求項４】
　前記乾燥麹抽出物の水分量が０．００１重量％～５重量％である、請求項１～３のいず
れか１項に記載の乾燥麹抽出物。
【請求項５】
　前記乾燥麹抽出物中の齲蝕性糖類の含量が２０重量％以下である、請求項１～４のいず
れか１項に記載の乾燥麹抽出物。
【請求項６】
　プロテアーゼ活性が５００Ｕ／ｇ以上である、請求項１～５のいずれか１項に記載の乾
燥麹抽出物。
【請求項７】
　タンナーゼ活性が５０Ｕ／ｇ以上である、請求項１～６のいずれか１項に記載の乾燥麹
抽出物。
【請求項８】
　前記非齲蝕性賦形剤が、難消化性デキストリン、パラチノース、トレハロース、ラクチ
トール、還元パラチノース、マルチトール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトー
ルまたはマンニトールからなる群より選択される、請求項１～７のいずれか１項に記載の
乾燥麹抽出物。
【請求項９】
　前記乾燥麹抽出物が、米麹から製造される、請求項１～８のいずれか１項に記載の乾燥
麹抽出物。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の乾燥麹抽出物を含み、齲蝕性糖類の含量が０．５
重量％以下である、食品。
【請求項１１】
　舌苔除去用である、請求項１０に記載の食品。
【請求項１２】
　ガム、キャンディまたはタブレットである、請求項１０または１１に記載の食品。
【請求項１３】
　プロテアーゼ活性が１００Ｕ／ｇ以上である、請求項１０～１２のいずれか１項に記載
の食品。
【請求項１４】
　タンナーゼ活性が１０Ｕ／ｇ以上である、請求項１０～１３のいずれか１項に記載の食
品。
【請求項１５】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の乾燥麹抽出物を含み、齲蝕性糖類の含量が０．５
重量％以下である、口腔用組成物。
【請求項１６】
　歯磨剤または洗口剤である、請求項１５に記載の口腔用組成物。
【請求項１７】
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　トローチ剤またはゲル剤である、請求項１５に記載の口腔用組成物。
【請求項１８】
　プロテアーゼ活性が５０Ｕ／ｇ以上である、請求項１５～１７のいずれか１項に記載の
口腔用組成物。
【請求項１９】
　タンナーゼ活性が５Ｕ／ｇ以上である、請求項１５～１８のいずれか１項に記載の口腔
用組成物。
【請求項２０】
　請求項１に記載の乾燥麹抽出物の製造方法であって、
　麹を０℃～２５℃の水と３０分間～３時間にわたって混合する工程；
　該混合物から抽出液を分取する工程；
　該抽出液と非齲蝕性賦形剤とを混合して抽出液賦形剤混合物を得る工程；および
　該抽出液賦形剤混合物を乾燥して乾燥麹抽出物を得る工程
を包含する、方法。
【請求項２１】
　前記非齲蝕性賦形剤が糖アルコールまたは非齲蝕性糖類である、請求項２０に記載の方
法。
【請求項２２】
　前記麹が米麹である、請求項２０または２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記乾燥が凍結乾燥またはスプレードライである、請求項２０～２２のいずれか１項に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯の着色汚れ（ステインともいう）を予防および除去するための食品および
口腔用組成物に関する。本発明は特に、酵素活性のある、歯牙美白用の食品および口腔用
組成物に関する。本発明はさらに、酵素を用いた食品および米麹を用いた食品および口腔
用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ステインとは、歯面に付着または沈着した汚れである。ステインには様々な原因がある
。ステインの内因性の原因の例としては、先天性異常、テトラサイクリン、フッ素過剰摂
取、老化などが挙げられる。ステインの外因性の原因の例としては、金属、洗口剤、タバ
コ、食品（お茶、ワインなど）などが挙げられる。
【０００３】
　なかでも食品由来のステインは、歯の表面を覆う唾液由来のタンパク質、多糖類、糖タ
ンパク質などからなる膜（ペリクルともいう）に、紅茶や緑茶、コーヒー、ワイン等の食
品に含まれるタンニン（ポリフェノールの重合体）などのポリフェノール、タバコのター
ル、金属イオンなどの色素が、疎水結合的な結合、酸化重合などにより複合して吸着する
ために生じると考えられている。
【０００４】
　歯垢は歯ブラシなどでの丁寧なブラッシングにより除去可能であるが、ステインは強固
な着色であり、ブラッシングのみでは除去することが困難である。そのため、歯垢とは異
なるものであることが公知である。
【０００５】
　歯の着色汚れ除去には色素と膜（ペリクル）との２つのターゲットがあり、酵素を利用
してステインを除去する方法で従来あるものは、次のように大別できる：
　（１）色素そのものを分解する酵素を用いる方法；および
　（２）歯表面を覆う膜（ペリクル）を分解除去する酵素を用いる方法。
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　（１）の方法の例としては、タンナーゼ（タンニン分解酵素ともいう）を使用する方法
（特許文献１～４）が公知であり、（２）の方法の例としてはプロテアーゼを使用する方
法（パパインについて例えば特許文献５、アクチニジンについて例えば特許文献６）、溶
菌酵素（リゾチーム）、βグルカナーゼ、ムタナーゼ、リパーゼ、デキストラナーゼ、グ
ルコシダーゼなどを使用する方法（特許文献７）などが公知である。
【０００７】
　さらに、上記とは別に、麹または麹由来酵素を含む口腔用組成物が知られている（特許
文献８～１０）。
【０００８】
　先行技術はいずれも精製した酵素製剤を用いた歯牙美白用剤である。酵素製剤は高価で
あり多量に配合することができない。
【０００９】
　また、色素分解に関する酵素とペリクル分解に関する酵素は、単独で使用するよりも併
用するほうがより高い歯牙美白効果を得られることは知られていなかった。
【００１０】
　麹またはアスペルギルスオリゼから産生される酵素を添加した口腔用組成物はあるもの
の、麹菌や麹そのものを含有するものはなく、酵素精製工程を必要としていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－３０８４２９号公報
【特許文献２】特表２００３－５０８５８９号公報
【特許文献３】特表２００１－５０９５３９号公報
【特許文献４】特表２００１－５０９５３５号公報
【特許文献５】特許第２６２８６６６号公報
【特許文献６】特表２００９－５１５９５７号公報
【特許文献７】特開２００１－１８１１６３号公報
【特許文献８】特開２００６－２１９４４１号公報
【特許文献９】特開平４－３１６５１２号公報
【特許文献１０】特表２００９－５２１５０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記問題点の解決を意図するものであり、ステインを予防および除去するた
めの食品および口腔用組成物を提供すること、およびその製造を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特殊な方法で製造し
た乾燥麹抽出物を使用することにより、齲蝕性に対する悪影響がほとんどなくかつステイ
ン予防効果およびステイン除去効果を発揮する食品および組成物が得られることを見出し
、これに基づいて本発明を完成させた。
【００１４】
　食事由来ステイン撃退のストラテジーとしては、ステインの除去が考えられる。ステイ
ンの除去のためには、既に歯面に付いた着色汚れを分解する。すなわち、酵素で、ステイ
ンの土台であるペリクルを特異的に分解する。ペリクルの分解に使用され得る酵素として
は次の表１に示す酵素が考えられる。
【００１５】
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【表１】

【００１６】
　表１に示されるいずれの酵素も、エナメル質は分解しない。
【００１７】
　他方、ステインの予防に関しては、歯に付く前の、着色の原因になる色素を分解するこ
とが考えられる。これに関しては、タンナーゼ（ｔａｎｎａｓｅ；タンニンアシルヒドロ
ラーゼ（Ｔａｎｎｉｎ　ａｃｙｌｈｙｄｒｏｌａｓｅ），ＥＣ　３．１．１．２０、ｐＨ
５．０～５．５、最適温度４０℃）が有用であると考えられる。タンナーゼは、食品中の
主要な色素成分タンニンを特異的に分解する酵素であり、エナメル質は分解しない。タン
ナーゼは、食品添加物として茶飲料の濁り防止に使用されている。茶飲料のにごりは通常
タンニンであり、タンナーゼによりタンニンが分解され、濁りが防止されるからである。
麹カビであるＡｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅはタンナーゼを産生することができ
る。
【００１８】
　すなわち、本願発明においては、全体像として、ステイン除去に関連する酵素とステイ
ン予防に関連する酵素との両方を含む食品で日常的にステイン対策をすることにより、ス
テインの除去とステインの予防とを行うことができる。このような防止メカニズムとして
は、連続使用しても歯に対する安全性が高く、デイリーケアに適したメカニズムが考えら
れる。
【００１９】
　本発明者らは、まず、候補原料として麹を考えた。麹カビの産生する酵素としては、（
１）ペリクルの分解に作用する酵素として、プロテアーゼ、アミラーゼ等があり；（２）
色素成分の分解に作用する酵素としてタンナーゼがある。
【００２０】
　以上のことから麹をステインの除去・予防のための有力な原料候補として検討したとこ
ろ、特殊な方法で乾燥麹抽出物を製造することにより、本発明の目的に合致した食品およ
び口腔用組成物を製造できることがわかった。
【００２１】
　本発明においては、色素分解に関わる酵素（例えば、タンナーゼ）とペリクルを分解す
る酵素（例えば、プロテアーゼ、アミラーゼ）の両方が酵素活性を維持したままの状態で
含まれる食品素材を利用する。本発明の食品の例としては、乾燥麹抽出物を配合した、ガ
ム、キャンディ（例えば、ソフトキャンディおよびキャラメル）およびタブレットが挙げ
られる。
【００２２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、以下の乾燥麹抽出物、食品、口腔用組成物および
方法などが提供される：
　（項目１）　乾燥麹抽出物であって、
　該乾燥麹抽出物は、麹抽出物および非齲蝕性賦形剤を含む混合物の乾燥物を含み、
　該乾燥麹抽出物は、プロテアーゼ活性およびタンナーゼ活性を有する、乾燥麹抽出物。
【００２３】
　（項目２）　前記非齲蝕性賦形剤が、糖アルコールおよび非齲蝕性糖類からなる群より
選択される、項目１に記載の乾燥麹抽出物。
【００２４】
　（項目３）　前記乾燥麹抽出物中の糖アルコールの含量および非齲蝕性糖類の含量の合
計が２０重量％～９５重量％である、項目２に記載の乾燥麹抽出物。
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【００２５】
　（項目４）　前記乾燥麹抽出物の水分量が０．００１重量％～５重量％である、項目１
～３のいずれか１項に記載の乾燥麹抽出物。
【００２６】
　（項目５）　前記乾燥麹抽出物中の齲蝕性糖類の含量が２０重量％以下である、項目１
～４のいずれか１項に記載の乾燥麹抽出物。
【００２７】
　（項目６）　プロテアーゼ活性が５００Ｕ／ｇ以上である、項目１～５のいずれか１項
に記載の乾燥麹抽出物。
【００２８】
　（項目７）　タンナーゼ活性が５０Ｕ／ｇ以上である、項目１～６のいずれか１項に記
載の乾燥麹抽出物。
【００２９】
　（項目８）　前記非齲蝕性賦形剤が、難消化性デキストリン、パラチノース、トレハロ
ース、ラクチトール、還元パラチノース、マルチトール、エリスリトール、ソルビトール
、キシリトールまたはマンニトールからなる群より選択される、項目１～７のいずれか１
項に記載の乾燥麹抽出物。
【００３０】
　（項目９）　前記乾燥麹抽出物が、米麹から製造される、項目１～８のいずれか１項に
記載の乾燥麹抽出物。
【００３１】
　（項目１０）　項目１～９のいずれか１項に記載の乾燥麹抽出物を含み、齲蝕性糖類の
含量が０．５重量％以下である、食品。
【００３２】
　（項目１１）　舌苔除去用である、項目１０に記載の食品。
【００３３】
　（項目１２）　ガム、キャンディまたはタブレットである、項目１０または１１に記載
の食品。
【００３４】
　（項目１３）　プロテアーゼ活性が１００Ｕ／ｇ以上である、項目１０～１２のいずれ
か１項に記載の食品。
【００３５】
　（項目１４）　タンナーゼ活性が１０Ｕ／ｇ以上である、項目１０～１３のいずれか１
項に記載の食品。
【００３６】
　（項目１５）　項目１～９のいずれか１項に記載の乾燥麹抽出物を含み、齲蝕性糖類の
含量が０．５重量％以下である、口腔用組成物。
【００３７】
　（項目１６）　歯磨剤または洗口剤である、項目１５に記載の口腔用組成物。
【００３８】
　（項目１７）　トローチ剤またはゲル剤である、項目１５に記載の口腔用組成物。
【００３９】
　（項目１８）　プロテアーゼ活性が５０Ｕ／ｇ以上である、項目１５～１７のいずれか
１項に記載の口腔用組成物。
【００４０】
　（項目１９）　タンナーゼ活性が５Ｕ／ｇ以上である、項目１５～１８のいずれか１項
に記載の口腔用組成物。
【００４１】
　（項目２０）　項目１に記載の乾燥麹抽出物の製造方法であって、
　麹を０℃～２５℃の水と３０分間～３時間にわたって混合する工程；
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　該混合物から抽出液を分取する工程；
　該抽出液と非齲蝕性賦形剤とを混合して抽出液賦形剤混合物を得る工程；および
　該抽出液賦形剤混合物を乾燥して乾燥麹抽出物を得る工程
を包含する、方法。
【００４２】
　（項目２１）　前記非齲蝕性賦形剤が糖アルコールまたは非齲蝕性糖類である、項目２
０に記載の方法。
【００４３】
　（項目２２）　前記麹が米麹である、項目２０または２１に記載の方法。
【００４４】
　（項目２３）　前記乾燥が凍結乾燥またはスプレードライである、項目２０～２２のい
ずれか１項に記載の方法。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明の食品および口腔用組成物によれば、歯の着色汚れの除去と、沈着予防とを１つ
の食品または口腔用組成物で行うことができる。本発明の食品および口腔用組成物は、齲
蝕性の糖類の含有量が低いので、使用することによって口腔内の齲蝕に悪影響を及ぼすこ
とがないかまたはほとんど及ぼさない。本発明の食品および口腔用組成物はまた、歯の着
色汚れの除去および沈着予防に加えて、舌苔および口臭の除去にも効果を発揮し得る。
【００４６】
　本発明の麹エキスは、精製した酵素の複数の組み合わせよりも、安価であり、かつ容易
に調製される。
【００４７】
　本発明の麹エキスを用いた食品および口腔用組成物は、酵素製剤を用いた食品および口
腔用組成物よりも嗜好性が高い。また、食経験のある素材を原料として用いているため、
安全であり、日常的に継続して使用でき、効果の実感が高まる。
【００４８】
　さらに、本発明の食品および口腔用組成物は、水や道具が必要なく、誰でも簡単に使用
できる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、米麹からの乾燥麹抽出物の製造フローの概要を示す。
【図２】図２は、ハイドロキシアパタイト（Ｈａｐ）パウダーを用いた場合のインビトロ
での乾燥米麹抽出物の効果を示すグラフである。
【図３】図３は、ハイドロキシアパタイト（Ｈａｐ）ディスクを用いた場合のインビトロ
での乾燥米麹抽出物の効果を示す写真である。
【図４】図４は、実施例１Ａのペリクル分解効果の結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００５１】
　（１．乾燥麹抽出物の材料）
　本明細書中では、用語「麹エキス」とは、麹を水及び／又はアルコールで抽出すること
によって得られた抽出物をいう。
【００５２】
　本明細書中では、「凍結」とは、対象物（例えば、麹エキス）が約０℃以下で固化する
ことをいう。麹エキスは、当該分野で公知の方法および装置によって凍結され得る。麹エ
キスは、例えば、麹エキスを冷凍庫に入れることによって、またはドライアイス、液体窒
素などを麹エキス中に投入することによって凍結され得る。凍結された麹エキスの最終到
達品温は、好ましくは約－５℃以下、より好ましくは約－１０℃以下、さらに好ましくは
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約－１５℃以下、さらにより好ましくは約－２０℃以下、さらにより好ましくは約－３０
℃以下、なおさらに好ましくは約－４０℃以下である。麹エキスは好ましくは、凍結処理
開始から約３時間以内に、より好ましくは約１時間以内に、さらに好ましくは約３０分間
以内に完全に固化される。
【００５３】
　本明細書中では、「濃縮」とは、対象物（例えば、麹エキス）中の水分を減少させるこ
とをいう。麹エキスは好ましくは、濃縮処理後の麹エキスの重さを基準として濃縮処理後
の麹エキス中の水分が約９０重量％以下になるように、より好ましくは約８０重量％以下
になるように、さらに好ましくは約７０重量％以下になるように、さらにより好ましくは
約６０重量％以下になるように、さらにより好ましくは約５０重量％以下になるように、
さらにより好ましくは約４０重量％以下になるように、さらにより好ましくは約３０重量
％以下になるように、なおさらにより好ましくは約２０重量％以下になるように、特に好
ましくは約１０重量％以下になるように、最も好ましくは約５重量％以下になるように濃
縮される。麹エキスは、当該分野で公知の方法および装置を用いて濃縮され得る。濃縮の
間、麹エキスは、麹エキスの品温が好ましくは約５０℃以下、より好ましくは約４０℃以
下、さらに好ましくは約３０℃以下に保たれる。
【００５４】
　本明細書中では、「乾燥」とは、対象物（例えば、麹エキス）中の水分を実質的に除去
することをいう。乾燥後の麹エキスは、乾燥処理後の麹エキスの重さを基準として乾燥処
理後の麹エキス中に好ましくは約５重量％以下、より好ましくは約４重量％以下、さらに
好ましくは約３重量％以下、さらにより好ましくは約２重量％以下、さらにより好ましく
は約１重量％以下の水分を含む。麹エキスは、当該分野で公知の方法および装置を用いて
乾燥され得る。乾燥の間、麹エキスは、麹エキスの品温が好ましくは約５０℃以下、より
好ましくは約４０℃以下、さらに好ましくは約３０℃以下に保たれる。
【００５５】
　本明細書中では、「凍結乾燥」とは、対象物（例えば、麹エキス）を凍結させ、真空下
で凍結状態のまま水分を直接昇華させて実質的に脱水することをいう。凍結乾燥後の麹エ
キスは、凍結乾燥処理後の麹エキスの重さを基準として凍結乾燥処理後の麹エキス中に好
ましくは約５重量％以下、より好ましくは約４重量％以下、さらに好ましくは約３重量％
以下、さらにより好ましくは約２重量％以下、さらにより好ましくは約１重量％以下の水
分を含む。麹エキスは、当該分野で公知の方法および装置を用いて凍結乾燥され得る。凍
結乾燥の間、麹エキスは、麹エキスの品温が好ましくは約５０℃以下、より好ましくは約
４０℃以下、さらに好ましくは約３０℃以下に保たれる。
【００５６】
　麹エキスは好ましくは、麹エキスに含まれる酵素の構造を損なうことなく処理される。
本発明において麹エキスに含まれる酵素とは、プロテアーゼ、タンナーゼなどをいう。本
発明の乾燥麹抽出物を製造するにあたり、これらの酵素の活性ができるだけ損なわれない
ことが望ましい。
【００５７】
　（１．１　麹）
　本明細書中では、用語「麹」とは、穀物にコウジカビを繁殖させたものをいう。本明細
書中では、用語「米麹」とは、白米にコウジカビを繁殖させたものをいう。１９８９年（
平成元年）１１月２２日に、国税庁告示第８号「清酒の製法品質表示基準を定める件にお
いては、「米こうじとは、白米にこうじ菌を繁殖させたもので、白米のでんぷんを糖化さ
せることができるものをいい、特定名称の清酒は、こうじ米の使用割合（白米の重量に対
するこうじ米の重量の割合をいう。以下同じ）が、１５％以上のものに限るものとする。
」と定められている。
【００５８】
　（１．１．１　コウジカビ）
　本明細書中では、用語「コウジカビ」とは、従来麹を製造するために使用されてきたカ
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ビをいう。コウジカビは好ましくは、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ属、Ｍｏｎａｓｃｕｓ属、
Ｒｈｉｚｏｐｕｓ属およびＭｕｃｏｒ属のカビのうち、穀物に繁殖させて麹として利用さ
れ得るカビである。本発明で使用され得るコウジカビは、好ましくは、食用可能なコウジ
カビであって、かつタンパク質分解活性を有する物質およびタンニン分解活性を有する物
質を分泌し得るコウジカビである。本発明で使用され得るコウジカビは、従来麹の調製に
使用されてきたコウジカビであることが好ましい。コウジカビは自然界の常在真菌である
。コウジカビはデンプンをブドウ糖に、タンパク質をアミノ酸に分解する性質が強く、ま
た種によっては効果的に脂肪を分解吸収するので、古くから酒、味噌、醤油、鰹節などの
発酵食品の製造に利用されている。発酵食品の製造においては従来、コウジカビを米、米
ぬか、麦、大豆などに繁殖させて継代培養したものが利用されている。これを種麹（たね
こうじ）と呼び、麹製造に利用される。
【００５９】
　形状による種麹の分類としては、粒状種麹および粉状種麹に分けられる。粒状種麹とは
、麹菌胞子が多量に着生した米を乾燥させたものをいう。粉状種麹とは、上記より胞子だ
けを回収したものをいう。
【００６０】
　本発明で使用され得るコウジカビの例としては、Ａ．ｏｒｙｚａｅ、Ａ．ｓｏｊａｅ、
Ａ．ｔａｍａｒｉｉ、Ａ．ａｗａｍｏｒｉ、Ａ．ｋａｗａｃｈｉｉ、Ａ．ｓａｉｔｏｉ、
Ａ．ｇｌａｕｃｕｓ、Ａ．ｎｉｇｅｒ、Ａ．ｊａｐｏｎｉｃｓ、Ｍｏｎａｓｃｕｓ　ｐｕ
ｒｐｕｒｅｒｕ、Ｍｏｎａｓｃｕｓ　ａｎｋａ、ＲｈｉｚｏｐｕｓおよびＭｕｃｏｒが挙
げられる。本発明で使用されるコウジカビは、市販の任意のコウジカビであり得る。本発
明で使用されるコウジカビは、好ましくはＡ．ｏｒｙｚａｅまたはＡ．ｋａｗａｃｈｉｉ
であり、最も好ましくはＡ．ｏｒｙｚａｅである。
【００６１】
　これらのコウジカビは、胞子の色によって別の名称で呼ばれることがある。例えば、Ａ
．ｏｒｙｚａｅ、Ａ．ｓｏｊａｅ、およびＡ．ｔａｍａｒｉｉは、麹の胞子着生が進むと
黄色がかった緑色の胞子を形成することから黄麹菌と呼ばれる。黄麹菌は味噌、醤油およ
び清酒の製造に用いられ、近年では焼酎に使用するメーカーもある。なお、通常の醸造食
品の製造工程で麹として用いられる段階では、麹の外見は白色であり、黄色または緑色が
はっきり確認できるまで胞子の着生を進めることは稀である。黄麹菌の中には白菌と呼ば
れるアルビノ個体のＡ．ｏｒｙｚａｅもある。Ａ．ｋａｗａｃｈｉｉの中には、胞子着生
が進むと茶褐色を呈するものがあり、白麹菌とも呼ばれる。さらに、Ａ．ａｗａｍｏｒｉ
は、黒褐色の胞子を形成し、黒麹菌とも呼ばれる。黒麹菌は、従来、沖縄で泡盛の製造に
用いられてきた菌種で、近年では焼酎だけでなく、その機能性から様々な食品にも使用さ
れている。黒麹菌はクエン酸を生成することが特徴であり、温暖な地域において仕込み時
の雑菌汚染防止に役立つ。種々の種麹は、種麹専門メーカーから製造販売されている。
【００６２】
　（１．１．２　穀物）
　麹の製造に使用される穀物原料としては、コウジカビが繁殖し得る任意の穀物が使用さ
れ得る。麹の製造に使用される穀物原料の例としては、米、麦（例えば、小麦、大麦、ラ
イ麦など）、豆（例えば、大豆、緑豆、空豆、小豆など）、蕎麦などが挙げられる。穀物
としては米を使用することが好ましい。穀物は、未精白のもの（例えば、玄米）であって
もよく、精白したものであってもよく、精白によって得られる糠またはふすまであっても
よい。例えば穀物原料として米を使用する場合、米の精白度合いは、約７０以上、約８０
％以上、約９０％以上であり得、精白度合いは約９１％以下、約８５％以下、約７５％以
下などであり得る。例えば、穀物原料として大麦を使用する場合、大麦の精白度合いは、
約８５～８８％であり得る。
【００６３】
　（１．１．３　麹の製造方法）
　麹は、当該分野で公知の方法によって製造され得る。例えば、穀物（例えば米）を水に
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０℃）に冷ました後、コウジカビを混合する。混合物を所定の温度（例えば、約３０℃～
約６０℃）においてインキュベートすることにより、穀物にコウジカビが繁殖する。
【００６４】
　インキュベートする温度は、好ましくは約２０℃以上であり、さらに好ましくは約２５
℃以上であり、特に好ましくは約３０℃以上であり、最も好ましくは約３５℃以上である
。インキュベートする温度は、好ましくは約７０℃以下であり、さらに好ましくは約６５
℃以下であり、特に好ましくは約６０℃以下であり、最も好ましくは約５５℃以下である
。もちろん、コウジカビの至適培養条件によってインキュベートする温度を調整し得る。
【００６５】
　さらに、穀物にコウジカビを繁殖させる段階と、繁殖したコウジカビからプロテアーゼ
などの酵素を菌体外に分泌させる段階とでインキュベートする温度を変更してもよい。
【００６６】
　インキュベートの時間は、穀物へのコウジカビの繁殖具合によって適切に調整され得る
。例えば、穀物が蒸し米の場合、インキュベート時間は好ましくは約３時間以上であり、
より好ましくは約５時間以上であり、さらに好ましくは約１０時間以上であり、特に好ま
しくは約１５時間以上であり、最も好ましくは約２０時間以上である。例えば、穀物が蒸
し米の場合、インキュベート時間は好ましくは約７２時間以下であり、より好ましくは約
６０時間以下であり、さらに好ましくは約４８時間以下であり、特に好ましくは約４６時
間以下であり、最も好ましくは約４４時間以下である。
【００６７】
　例えば、穀物が蒸し豆の場合、インキュベート時間は好ましくは約３時間以上であり、
より好ましくは約５時間以上であり、さらに好ましくは約１０時間以上であり、特に好ま
しくは約１５時間以上であり、最も好ましくは約２０時間以上である。例えば、穀物が蒸
し豆の場合、インキュベート時間は好ましくは約５日間以下であり、より好ましくは約４
日間以下であり、さらに好ましくは約３日間以下であり、特に好ましくは約７２時間以下
であり、最も好ましくは約６０時間以下である。
【００６８】
　例えば、穀物が蒸し麦の場合、インキュベート時間は好ましくは約３時間以上であり、
より好ましくは約５時間以上であり、さらに好ましくは約１０時間以上であり、特に好ま
しくは約１５時間以上であり、最も好ましくは約２０時間以上である。例えば、穀物が蒸
し麦の場合、インキュベート時間は好ましくは約５日間以下であり、より好ましくは約４
日間以下であり、さらに好ましくは約３日間以下であり、特に好ましくは約７２時間以下
であり、最も好ましくは約６４時間以下である。
【００６９】
　麹の一般的な従来の製造方法を以下の表２にまとめる。本発明においては、従来の製造
方法で作製される任意の麹を使用し得る。
【００７０】
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【表２】

【００７１】
　（１．２　賦形剤）
　乾燥麹抽出物の製造のためには、麹エキスはそのままでは乾燥しにくいので、乾燥を促



(12) JP 2011-162491 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

進し、乾燥後の品質を安定させるために賦形剤を使用することが好ましい。賦形剤は、非
齲蝕性の物質であることが好ましく、非齲蝕性糖質であることがより好ましい。乾燥麹抽
出物の製造に使用され得る賦形剤は、好ましくは非齲蝕性糖類または糖アルコールである
。使用され得る非齲蝕性糖類の例としては、難消化性デキストリン、パラチノースおよび
トレハロースが挙げられる。使用され得る糖アルコールの例としては、還元パラチノース
（パラチニットともいう）、ラクチトール、マルチトール、エリスリトール、ソルビトー
ル、キシリトール、マンニトールなどが挙げられる。賦形剤は、好ましくは、難消化性デ
キストリン、パラチノース、トレハロース、ラクチトール、還元パラチノース、マルチト
ール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトールおよびマンニトールからなる群より
選択される。これらの賦形剤は非齲蝕性の物質であり、喫食しても口腔内で酸を生じず、
齲蝕の原因を作らない。
【００７２】
　難消化性デキストリンは、水溶性食物繊維であり、食物繊維高含有デキストリンともよ
ばれる。本発明において使用され得る難消化性デキストリンは、当該分野で入手可能な任
意の難消化性デキストリンであり得る。例えば、難消化性デキストリンは、加熱処理した
デンプンをアミラーゼで加水分解し、未分解物より難消化性成分を分取して脱塩、脱色し
て調製され得る。難消化性デキストリンは、例えば、特開平２－１４５１６９号公報、特
開平２－１５４６６４号公報などに記載の方法に従って調製されたものであってもよい。
難消化性デキストリンはまた、松谷化学工業株式会社製パインファイバー、ファイバーソ
ル等であってもよい。（難消化性デキストリンの分子量は安定していないと考えられるの
で、削除しました）
　例えば、ラクチトールの味質は甘味があるが、異味はない。
【００７３】
　還元パラチノースの味質はショ糖に似ており、異味（異常な味）は全くない。また、還
元パラチノースは、賦形剤として還元パラチノースのみを用いてキャンディを製造しても
、べとつかないキャンディとなるという特徴を有する。
【００７４】
　パラチノースの味質はショ糖に似ており、異味は全くない。また、パラチノースは、以
下の特徴を有する：非齲蝕性である；体内で穏やかに消化吸収されてエネルギーとなり、
血糖値もインシュリン分泌も急激に変化させない；酸に強いおよび味質の優れた低甘味素
材である。
【００７５】
　マルチトールの味質はショ糖に比べてやや「ぼやけた感じ」であり、ごくわずかに喉を
刺激する異味がある。マルチトールは、ショ糖と同等に非吸湿性である。
【００７６】
　エリスリトールは特有な甘味を有し、甘味の発現が早い。エリスリトールは溶解時の吸
熱作用が極めて高い（－４３ｃａｌ／ｇ）ため冷涼感が大きい。エリスリトールは、他の
糖アルコールと比較して下痢しにくいという特徴も有する。
【００７７】
　ソルビトールの味質はショ糖に比べて「ぼやけた感じ」であり、わずかに喉を刺激する
異味がある。ソルビトールは浸透性、保湿性および日持ち効果に優れている。
【００７８】
　キシリトールは特有な甘味を有する。キシリトールもまた、溶解時の吸熱作用が極めて
高い（－３７ｃａｌ／ｇ）ため冷涼感が大きい。キシリトールは、エリスリトールよりも
味質が良いと評価されている。キシリトールはまた、他の糖アルコールよりも唾液の分泌
を促す効果が強い。
【００７９】
　賦形剤として通常使用されるショ糖、ブドウ糖、乳糖などの糖類は、使用しないことが
好ましい。これらの糖類は喫食されると口腔内で酸を生成して口腔内のｐＨを下げて齲蝕
の原因となるからである。
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【００８０】
　（１．３　他の材料）
　乾燥麹抽出物の製造においては、ステインおよび齲蝕を促進することがない限り、粉末
化において通常使用される任意の材料が使用され得る。本発明の乾燥麹抽出物は、ステイ
ン除去作用、ステイン防止作用および齲蝕防止に悪影響を与えない限り、必要に応じて、
ステイン除去作用またはステイン防止作用に有用な他の成分を含み得る。ステイン除去作
用またはステイン防止作用に有用な他の成分の例としては、有機酸が挙げられる。
【００８１】
　（２．乾燥麹抽出物の製造方法）
　本発明の乾燥麹抽出物の製造方法は、該麹を０℃～２５℃の水と３０分間～３時間にわ
たって混合する工程；該混合物から抽出液を分取する工程；該抽出液と非齲蝕性賦形剤（
例えば、糖アルコールまたは非齲蝕性糖類）とを混合して抽出液賦形剤混合物（例えば、
抽出液糖アルコール混合物または抽出液非齲蝕性糖類混合物）を得る工程；および該抽出
液賦形剤混合物（例えば、抽出液糖アルコール混合物または抽出液非齲蝕性糖類混合物）
を乾燥して乾燥麹抽出物を得る工程を包含し得る。
【００８２】
　本発明の乾燥麹抽出物の製造方法について以下でより詳細に説明する。
【００８３】
　麹と水とを混合することにより、麹中の酵素が水中に抽出される。本発明の方法で使用
される麹は市販のものでもよく、上記で説明したように培養されたものでもよい。麹は、
米麹、麦麹および大豆麹からなる群より選択され得る。麹は米麹であることが好ましい。
水は、軟水、中間水および硬水のいずれであってもよい。硬水とは、硬度２０°以上の水
をいい、中間水とは、硬度１０°以上２０°未満の水をいい、軟水とは、硬度１０°未満
の水をいう。水は、好ましくは軟水または中間水であり、より好ましくは軟水である。水
はまた、イオン交換水、地下水、井戸水、水道水、蒸留水、滅菌水などであり得る。
【００８４】
　麹と混合される水の量は、麹の重量の好ましくは約１倍以上であり、さらに好ましくは
約２倍以上であり、さらに好ましくは約２．５倍以上である。麹と混合される水の量は、
麹の重量の好ましくは約１０倍以下であり、さらに好ましくは約５倍以下であり、さらに
好ましくは約４倍以下である。
【００８５】
　抽出時の混合物の温度は、好ましくは約０℃以上であり、より好ましくは約５℃以上で
あり、さらに好ましくは約７℃以上であり、最も好ましくは約１０℃以上である。混合物
の温度は例えば、約１５℃以上、約２０℃以上などであり得る。混合物の温度は好ましく
は約５０℃以下であり、さらに好ましくは約４０℃以下であり、特に好ましくは約３０℃
以下であり、最も好ましくは約２５℃以下である。抽出時の混合物の温度が高すぎると麹
中の酵素が失活してしまう場合がある。
【００８６】
　抽出時間は、好ましくは約１０分間以上であり、より好ましくは約２０分間以上であり
、さらに好ましくは約３０分間以上であり、さらにより好ましくは約４０分間以上であり
、特に好ましくは約５０分間以上であり、最も好ましくは約１時間以上である。抽出時間
は、好ましくは約６時間以下であり、より好ましくは約５時間以下であり、さらに好まし
くは約４時間以下であり、特に好ましくは約３時間以下であり、最も好ましくは約２～２
．５時間である。抽出時間が約１時間もあれば抽出される酵素量はほぼ飽和するので抽出
時間をそれ以上に長くしても作業効率が低下する。抽出時間が長すぎると、麹が吸水し歩
留まりが下がる場合がある。そのため、抽出時間は適度に短いことが好ましい。この抽出
工程においては、抽出によって得られる抽出液のＢｒｉｘ糖度が約５～約７になるように
抽出時間が調整されることが好ましい。Ｂｒｉｘ糖度は、Ｂｒｉｘ計によって測定され得
る。抽出効率を向上させるために抽出時には攪拌を行うことが好ましい。攪拌は、麹がつ
ぶれないようにゆっくり間欠的に行うことが好ましい。この抽出工程は、抽出タンク中で
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攪拌しながら行われ得る。
【００８７】
　抽出後、混合物から抽出液が分取される。分離は当該分野で公知の方法に従って行われ
える。分離の方法の例としては、濾過、遠心分離などが挙げられる。メッシュによる濾過
が好ましい。特定の実施形態では、混合物を最終的に６０メッシュで濾過することが好ま
しい。この工程では、払い出しポンプ、分離網などが使用され得る。濾過は常圧下で行わ
れてもよく、減圧濾過が行われてもよい。このとき得られた抽出液を「麹エキス」ともい
う。麹として米麹を使用した場合、得られる麹エキスは米麹エキスである。麹として麦麹
を使用した場合、得られる麹エキスは麦麹エキスである。麹として豆麹を使用した場合、
得られる麹エキスは豆麹エキスである。麹エキスは、好ましくは米麹エキスである。特定
の実施形態では、得られる麹エキスの収量は、使用した水の６５重量％以上となる。
【００８８】
　次いで、得られた抽出液と賦形剤（例えば、糖アルコールまたは非齲蝕性糖類）とを混
合して抽出液賦形剤混合物（例えば、抽出液糖アルコール混合物または抽出液非齲蝕性糖
類混合物）が得られる。ここで、賦形剤は抽出液中に溶解される。賦形剤を溶解する際の
混合物の温度は好ましくは約０℃以上であり、より好ましくは約５℃以上であり、さらに
好ましくは約７℃以上であり、最も好ましくは約１０℃以上である。混合物の温度は例え
ば、約１５℃以上、約２０℃以上などであり得る。混合物の温度は好ましくは約５０℃以
下であり、さらに好ましくは約４０℃以下であり、特に好ましくは約３０℃以下であり、
最も好ましくは約２５℃以下である。抽出に用いた麹の重量を１００重量部としたとき、
混合される賦形剤の量は、好ましくは約１０重量部以上であり、より好ましくは約２０重
量部以上であり、さらに好ましくは約３０重量部以上であり、特に好ましくは約４０重量
部以上であり、最も好ましくは約５０重量部以上である。抽出に用いた麹の重量を１００
重量部としたとき、混合される賦形剤の量は、好ましくは約１００重量部以下であり、よ
り好ましくは約９０重量部以下であり、さらに好ましくは約８０重量部以下であり、特に
好ましくは約７０重量部以下であり、最も好ましくは約６０重量部以下である。
【００８９】
　次いで、この抽出液賦形剤混合物を乾燥（好ましくは凍結乾燥またはスプレードライ）
して乾燥麹抽出物を得る。乾燥は、麹エキス中の酵素の活性が残存するような乾燥方法で
ある。このような乾燥方法は当業者に公知である。乾燥は、凍結乾燥またはスプレードラ
イであることが好ましく、スプレードライであることがより好ましい。スプレードライは
凍結乾燥よりも生産性が高く低コストであるという利点を有する。得られた乾燥麹抽出物
は、必要に応じてシフターなどにかけられて適切な粒径の粉末にされ得る。乾燥麹抽出物
は、例えば、５０メッシュパスであることが好ましい。
【００９０】
　（３．乾燥麹抽出物）
　本発明の乾燥麹抽出物は、麹エキスおよび非齲蝕性賦形剤を含む混合物の乾燥物を含み
、プロテアーゼ活性およびタンナーゼ活性を有する。
【００９１】
　本明細書中では、用語「乾燥麹抽出物」とは、麹エキスを乾燥したものをいう。乾燥麹
抽出物は好ましくは粉末化される。本発明の乾燥麹抽出物は、酵素活性を充分残存させる
ように粉末化されるため、酵素活性が高い。さらに、従来の粉末は齲蝕性糖類を賦形剤と
して粉末化されるために齲蝕性糖類の含量が高いが、本発明の乾燥麹抽出物は、賦形剤と
して非齲蝕性賦形剤（好ましくは糖アルコールまたは非齲蝕性糖類）を使用しているため
、齲蝕性糖類の含量が低い。そのため、本発明の乾燥麹抽出物は齲蝕性が低い。
【００９２】
　本発明の乾燥麹抽出物のプロテアーゼ活性は、好ましくは約５０Ｕ／ｇ以上であり、よ
り好ましくは約１００Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約２００Ｕ／ｇ以上であ
り、特に好ましくは約３００Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約３５０Ｕ／ｇ以上であ
る。本発明の乾燥麹抽出物のプロテアーゼ活性は、好ましくは約５０００Ｕ／ｇ以下であ
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り、より好ましくは約３０００Ｕ／ｇ以下であり、さらにより好ましくは約２０００Ｕ／
ｇ以下であり、特に好ましくは約１５００Ｕ／ｇ以下であり、最も好ましくは約１０００
Ｕ／ｇ以下である。
【００９３】
　本発明の乾燥麹抽出物の酸性プロテアーゼ活性は、好ましくは約７００Ｕ／ｇ以上であ
り、より好ましくは約１４００Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約２８００Ｕ／
ｇ以上であり、特に好ましくは約４２００Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約４９００
Ｕ／ｇ以上である。本発明の乾燥麹抽出物の酸性プロテアーゼ活性は、好ましくは約７０
０００Ｕ／ｇ以下であり、より好ましくは約４２０００Ｕ／ｇ以下であり、さらにより好
ましくは約２８０００Ｕ／ｇ以下であり、特に好ましくは約２１０００Ｕ／ｇ以下であり
、最も好ましくは約１４０００Ｕ／ｇ以下である。
【００９４】
　本発明の乾燥麹抽出物のタンナーゼ活性は、好ましくは約５０Ｕ／ｇ以上であり、より
好ましくは約２００Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約３００Ｕ／ｇ以上であり
、特に好ましくは約４００Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約５００Ｕ／ｇ以上である
。本発明の乾燥麹抽出物のタンナーゼ活性は、好ましくは約５００００Ｕ／ｇ以下であり
、より好ましくは約２００００Ｕ／ｇ以下であり、さらにより好ましくは約１００００Ｕ
／ｇ以下であり、特に好ましくは約５０００Ｕ／ｇ以下であり、最も好ましくは約２００
０Ｕ／ｇ以下である。
【００９５】
　本発明の乾燥麹抽出物の齲蝕性糖類の含量は、約５０重量％以下であり、好ましくは約
４０重量％以下であり、より好ましくは約３０重量％以下であり、さらに好ましくは約２
５重量％以下であり、最も好ましくは約２０重量％以下である。
【００９６】
　本発明の乾燥麹抽出物のブドウ糖の含量は、約３０重量％以下であり、好ましくは約２
５重量％以下であり、より好ましくは約２０重量％以下であり、さらに好ましくは約１５
重量％以下であり、最も好ましくは約１０重量％以下である。
【００９７】
　本発明の乾燥麹抽出物のデンプンの含量は、約３０重量％以下であり、好ましくは約２
５重量％以下であり、より好ましくは約２０重量％以下であり、さらに好ましくは約１５
重量％以下であり、最も好ましくは約１０重量％以下である。
【００９８】
　本発明の乾燥麹抽出物の製造においては、麹が水またはアルコールによって比較的低温
で短時間抽出される。そのため、麹から抽出液への糖の抽出量が少ない。そのため、得ら
れる麹液パウダー中の糖の含有量も少ない。他方、日本酒製造の分野では、「麹エキス」
として、「米麹に水を加えて５５℃前後で糖化させた後、これを濾過して得られる液で、
酵母などを培養するときの培地として用いられる。麹汁ともいう。」というものが公知で
ある。しかし、この従来の日本酒製造の分野で用いられる麹エキスは、例えば麹１リット
ルに対して４リットルの温水を加え、５５℃前後で通常約６時間以上の長時間にわたって
糖化を行うため、麹エキス中に多量の糖（例えば、ブドウ糖、デンプン）を含む。このよ
うな従来の製造方法で得られる麹エキスを原料にして乾燥麹抽出物を製造すると、乾燥麹
抽出物中の糖の含有量が高くなりすぎる。乾燥麹抽出物中の糖の含有量が高すぎると口腔
内で齲蝕の原因になるため好ましくない。
【００９９】
　乾燥麹抽出物の齲蝕性糖類の含量について言及する場合、この「齲蝕性糖類」とは、乾
燥麹抽出物中に存在する糖であって、齲蝕性の糖をいう。麹エキス中に含まれる齲蝕性糖
類は主にブドウ糖などの単糖類および二糖類である。そのため、本明細書中で齲蝕性糖類
の含量といった場合、齲蝕性の単糖類および二糖類の含量をいう。この場合の「糖」には
糖アルコールは含まれない。乾燥麹抽出物中のブドウ糖の量は、ムタロターゼ・グルコー
スオキシターゼ法によって測定され得る。乾燥麹抽出物中の齲蝕性糖類の含量は、還元糖
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を定量することによって測定され得る。還元糖の定量は公知の方法で測定できる。
【０１００】
　乾燥麹抽出物中では、麹エキスは、麹エキスおよび非齲蝕性賦形剤を含む混合物の乾燥
物として含まれている。
【０１０１】
　乾燥麹抽出物中の水分量は、少ないことが好ましいが、現実的には０にすることは難し
い。そのため、乾燥麹抽出物中の水分量の下限は、例えば、約０．００１重量％以上、約
０．００５重量％以上、約０．０１重量％以上、約０．０５重量％以上、約０．０１重量
％以上、約０．０５重量％以上、約０．１重量％以上などであり得る。乾燥麹抽出物中の
水分量は、好ましくは約５重量％以下であり、より好ましくは約４重量％以下であり、さ
らに好ましくは約３重量％以下であり、特に好ましくは約２重量％以下であり、最も好ま
しくは約１重量％以下である。
【０１０２】
　乾燥麹抽出物中の糖アルコールの含量および非齲蝕性糖類の含量の合計は、好ましくは
約４０重量％以上であり、より好ましくは約５０重量％以上であり、さらに好ましくは約
６０重量％以上であり、特に好ましくは約７０重量％以上であり、最も好ましくは約８０
重量％以上である。乾燥麹抽出物中の糖アルコールの含量および非齲蝕性糖類の含量の合
計は、好ましくは約９９重量％以下であり、より好ましくは約９７重量％以下であり、さ
らに好ましくは約９５重量％以下であり、特に好ましくは約９０重量％以下であり、最も
好ましくは約８５重量％以下である。
【０１０３】
　（４．乾燥麹抽出物を含む食品）
　本発明の食品は、本発明の乾燥麹抽出物を含み、齲蝕性糖類の含量が０．５重量％以下
である。
【０１０４】
　本発明の食品は、乾燥麹抽出物を含む。本発明の食品の例としては、ガム、キャンディ
およびタブレットが挙げられる。本発明の食品は、好ましくはガム、キャンディまたはタ
ブレットである。キャンディの例としては、ハードキャンディ、ソフトキャンディおよび
キャラメルが挙げられる。
【０１０５】
　本発明の食品は、乾燥麹抽出物中に含まれる酵素を徐放し得る形態であることが好まし
い。本発明の食品は、通常の摂取の仕方で、口腔内に約１分間以上滞留することが好まし
い。本発明の食品は、より好ましくは、約３分間以上、さらに好ましくは約５分間以上、
特に好ましくは約７分間以上、最も好ましくは約１０分間以上滞留する食品である。この
ように長時間滞留できる形態の食品は、すぐに口腔内を通過してしまう形態の食品（例え
ば、ジュース）と比較して、乾燥麹抽出物が口腔内に存在する時間を長期化させ得るとい
う利点を有する。滞留時間が短すぎる場合には、ステイン除去効果またはステイン防止効
果が得られにくい。
【０１０６】
　ガムが口腔内に存在する時間は、ガムの大きさおよび原料にも依存するが、喫食者の喫
食方法にも大きく依存する。そのため、ガムの包装などには、口腔内で充分な時間（例え
ば、約１分間以上、約３分間以上、約５分間以上、約７分間以上、約１０分間以上）にわ
たって噛むことが好ましいことについての表示があることが好ましい。
【０１０７】
　ガムとは、ガムベースを含む食品をいう。ガムベースの例としては、チクル、酢酸ビニ
ール、エステルガム、ポリイソブチレンおよびスチレンブタジエンラバーが挙げられる。
ガムの例としては、板ガムおよび風船ガムのようなチューインガムが挙げられる。本発明
のガムは、齲蝕性の糖類を含まないかまたは含んだとしてもごく少量であることが好まし
い。ガムに使用される原料の例としては、以下が挙げられる：ガムベース、ゼラチン、香
料および着色料。ガムもまた、糖アルコールまたは非齲蝕性糖類を含み得る。糖アルコー
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ルまたは非齲蝕性糖類は、より好ましくは難消化性デキストリン、パラチノース、トレハ
ロース、ラクチトール、還元パラチノース、パラチノース、マルチトール、エリスリトー
ル、ソルビトール、キシリトールおよびマンニトールから選択される。ガムの配合は当該
分野で公知の配合に従い得る。ガムは、有効成分を口腔内に長時間にわたって滞留させる
ことが可能であることから、タブレット同様に本発明の食品として好適である。
【０１０８】
　キャンディおよびタブレットが口腔内で溶け始めてから溶け終わるまでにかかる時間は
、キャンディおよびタブレットの大きさおよび原料、ならびに喫食者の喫食方法に依存す
る。当業者は、キャンディおよびタブレットが溶け始めてから溶け終わるまでの所望の時
間を達成するに適切なキャンディおよびタブレットを任意に設計し、製造し得る。
【０１０９】
　本明細書では、「タブレット」とは、タブレット材料を一定の形状に圧縮して製造した
ものをいう。このようなタブレットは、その製法にちなんで、圧縮錠剤ともいわれる。本
明細書中では、タブレットは、食品用途のタブレットであっても、医薬品用途のタブレッ
ト（すなわち、錠剤）であってもよい。食品用途のタブレットの例としては、錠菓と呼ば
れる菓子としてのタブレットおよび健康食品（例えば、サプリメント）としてのタブレッ
トが挙げられる。本明細書では、タブレットの中でも特に、中心部に空洞のあるものをト
ローチという。
【０１１０】
　タブレットに使用される原料の例としては、以下が挙げられる：難消化性デキストリン
、パラチノース、トレハロース、などの非齲蝕性糖類；還元パラチノース、ラクチトール
、マルチトール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マンニトールなどの糖
アルコール；炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、硫酸カルシウム、粉末セルロース、乳
化剤、香料および着色料。タブレットは、乾燥麹抽出物に加えて、賦形剤を含むことが好
ましい。賦形剤の例としては、上記の非齲蝕性糖類および糖アルコールが挙げられる。賦
形剤は好ましくは糖アルコールまたは非齲蝕性糖類を含み、より好ましくは糖アルコール
または非齲蝕性糖であり、さらに好ましくは難消化性デキストリン、パラチノース、トレ
ハロース、ラクチトール、還元パラチノース、マルチトール、エリスリトール、ソルビト
ール、キシリトールおよびマンニトールから選択される。これらの賦形剤は、味質が優れ
ている、または工業的適性が優れているという特徴を有する。
【０１１１】
　本明細書中では用語「キャンディ」とは、糖または糖アルコールを主原料とし、糖また
は糖アルコールおよび水を煮詰める工程を含む方法によって製造される固形食品をいう。
キャンディは、ソフトキャンディとハードキャンディとに分類される。キャンディの硬さ
は、キャンディの材料および煮上げ温度によって影響を受ける。
【０１１２】
　ソフトキャンディの例としては、キャラメル、ヌガーおよびマシュマロが挙げられる。
【０１１３】
　ハードキャンディの例としては、ドロップ、バタースカッチ、タフィ、ブリットル（例
えば、ピーナッツブリトル）およびベッコウ飴が挙げられる。糖として主に砂糖および水
あめを用いた場合について例示すると、ドロップの代表的な煮上げ温度は約１４５℃であ
る。糖として主に砂糖および水あめを用いた場合について例示すると、バタースカッチの
代表的な煮上げ温度は約１４５℃であり、バター約４重量％～約６重量％などを含む。糖
として主に砂糖および水あめを用いた場合について例示すると、ピーナッツブリトルの代
表的な煮上げ温度は約１４６℃であり、ピーナッツ、重曹などを含む。糖として主に砂糖
および水あめを用いた場合について例示すると、ベッコウ飴の代表的な煮上げ温度は約１
５０℃～１６０℃である。代表的な砂糖水あめ固形分比は砂糖４０～６０：水あめ４０～
６０であり、乳製品、油脂などを含む。
【０１１４】
　本発明のキャンディにおいては、齲蝕性の糖類を原料に含まないかまたは含んだとして
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もごく少量であることが好ましい。キャンディに使用される原料の例としては、以下が挙
げられる：小麦粉、食塩、寒天、ゼラチン、ピーナッツ、ショートニング、バター、酸味
料、香料および着色料。糖アルコールまたは非齲蝕性糖類は、より好ましくはラクチトー
ル、還元パラチノース、マルチトール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトールお
よびマンニトールから選択される。キャンディの配合は当該分野で公知の配合に従い得る
。キャンディは、有効成分を口腔内に長時間にわたって滞留させることが可能であること
から、タブレット同様に本発明の食品として好適である。
【０１１５】
　本発明の食品は、歯および唾液と乾燥麹抽出物中の酵素（例えば、プロテアーゼおよび
タンナーゼ）とが長時間にわたって接触すると考えられる点から、ガム、キャンディ、タ
ブレットのような形態であることが好ましい。
【０１１６】
　本発明の食品は、ステイン除去作用およびステイン予防作用に悪影響を及ぼさず齲蝕性
を生じない限り、乾燥麹抽出物以外に、その食品が通常含有する任意の成分を含み得る。
このような成分の例として、食物繊維などの賦形剤；甘味料；香料；着色料；酸味料；ｐ
Ｈ調整剤などが挙げられる。
【０１１７】
　本発明の食品中で、乾燥麹抽出物は均一に分散していてもよいし、局在していてもよい
。例えば、食品がキャンディである場合、乾燥麹抽出物を、キャンディのセンターとして
使用してもよく、またはキャンディ中に均一に分散させてもよい。
【０１１８】
　本発明の食品は、任意の形状を取り得る。本発明の食品は、均質な塊状であってもよい
し、２層または３層の構造をとる形状であってもよい。
【０１１９】
　本発明の食品がガム、キャンディまたはタブレットである場合、その大きさ、溶解速度
および崩壊速度を調節することによって、乾燥麹抽出物の作用の持続時間を制御すること
が可能である。
【０１２０】
　本発明の食品はまた、糖衣錠の形態であってもよい。この場合、素錠に乾燥麹抽出物の
インヒビターを含み、そして糖衣層に乾燥麹抽出物を含んでいることが好ましい。この食
品は、糖衣錠を製造する当業者に公知の方法に従って調製され得る。糖衣層は例えば、「
たこがけ」といわれる方法で手作業で行われてもよく、ドラジェといわれる方法で行われ
てもよい。
【０１２１】
　糖衣錠の場合、糖衣錠の重量は、好ましくは約０．０５ｇ以上であり、より好ましくは
約０．１ｇ以上であり、さらに好ましくは約０．２ｇ以上であり、最も好ましくは約０．
５ｇ以上である。糖衣錠の場合、糖衣錠の重量は、好ましくは約１０ｇ以下であり、より
好ましくは約８ｇ以下であり、さらに好ましくは約５ｇ以下であり、最も好ましくは約３
ｇ以下である。糖衣錠中の素錠の重量は、好ましくは約０．００５ｇ以上であり、より好
ましくは約０．０１ｇ以上であり、最も好ましくは約０．１ｇ以上である。糖衣錠中の素
錠の重量は、好ましくは約１．５ｇ以下であり、より好ましくは約１．０ｇ以下であり、
最も好ましくは約０．５ｇ以下である。糖衣錠中の糖衣層の重量は、好ましくは約０．０
０１ｇ以上であり、より好ましくは約０．０１ｇ以上であり、最も好ましくは約０．０５
ｇ以上である。糖衣錠中の糖衣層の重量は、好ましくは約１．０ｇ以下であり、より好ま
しくは約０．５ｇ以下であり、最も好ましくは約０．３ｇ以下である。
【０１２２】
　本発明の食品がガムである場合、本発明の食品の重量は、好ましくは約０．０５ｇ以上
であり、より好ましくは約０．１ｇ以上であり、さらに好ましくは約０．２ｇ以上であり
、最も好ましくは約０．５ｇ以上である。本発明の食品がガム、キャンディまたはタブレ
ットである場合、本発明の食品の重量は、好ましくは約１０ｇ以下であり、より好ましく
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は約８ｇ以下であり、さらに好ましくは約５ｇ以下であり、最も好ましくは約３ｇ以下で
ある。
【０１２３】
　本発明の食品がキャンディである場合、本発明の食品の重量は、好ましくは約０．０５
ｇ以上であり、より好ましくは約０．１ｇ以上であり、さらに好ましくは約０．２ｇ以上
であり、最も好ましくは約０．５ｇ以上である。本発明の食品がガム、キャンディまたは
タブレットである場合、本発明の食品の重量は、好ましくは約１０ｇ以下であり、より好
ましくは約８ｇ以下であり、さらに好ましくは約５ｇ以下であり、最も好ましくは約３ｇ
以下である。
【０１２４】
　本発明の食品がタブレットである場合、本発明の食品の重量は、好ましくは約０．０５
ｇ以上であり、より好ましくは約０．１ｇ以上であり、さらに好ましくは約０．２ｇ以上
であり、最も好ましくは約０．５ｇ以上である。本発明の食品がガム、キャンディまたは
タブレットである場合、本発明の食品の重量は、好ましくは約１０ｇ以下であり、より好
ましくは約８ｇ以下であり、さらに好ましくは約５ｇ以下であり、最も好ましくは約３ｇ
以下である。
【０１２５】
　本発明の食品がガム、キャンディまたはタブレットである場合、１回に１粒ずつ舐めて
もよく、１回に複数個（例えば、２個～１０個）舐めてもよい。１回に複数個を舐める場
合、いっぺんに複数個を口に入れて舐めてもよく、１個ずつ順々に複数個を舐めてもよい
。
【０１２６】
　本発明の食品中に含まれる乾燥麹抽出物の量は、その食品を摂取することによってステ
イン除去作用またはステイン防止作用が得られる限り、任意の量であり得る。このような
量は、当業者によって容易に決定され得る。本発明の食品中に含まれる乾燥麹抽出物の量
は、食品の重量を基準として、好ましくは約０．０１重量％以上、より好ましくは約０．
０５重量％以上、さらに好ましくは約０．１重量％以上、さらにより好ましくは約０．５
重量％以上、さらにより好ましくは約１重量％以上、さらにより好ましくは約５重量％以
上である。食品中の乾燥麹抽出物の量は、食品の重量を基準として、例えば、約１０重量
％以上、約１５重量％以上、約２０重量％以上などであり得る。食品中の乾燥麹抽出物の
量の上限は特にないが、食品の重量を基準として、例えば、約８０重量％以下、約７０重
量％以下、約６０重量％以下、約５０重量％以下、約４０重量％以下、約３０重量％以下
などであり得る。
【０１２７】
　本発明の食品のプロテアーゼ活性は、好ましくは約５Ｕ／ｇ以上であり、より好ましく
は約１０Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約２０Ｕ／ｇ以上であり、特に好まし
くは約３０Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約５０Ｕ／ｇ以上である。本発明の食品の
プロテアーゼ活性は、好ましくは約５００Ｕ／ｇ以下であり、より好ましくは約４００Ｕ
／ｇ以下であり、さらにより好ましくは約３００Ｕ／ｇ以下であり、特に好ましくは約２
００Ｕ／ｇ以下であり、最も好ましくは約１００Ｕ／ｇ以下である。
【０１２８】
　本発明の食品の酸性プロテアーゼ活性は、好ましくは約７０Ｕ／ｇ以上であり、より好
ましくは約１４０Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約２８０Ｕ／ｇ以上であり、
特に好ましくは約４２０Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約７００Ｕ／ｇ以上である。
本発明の食品の酸性プロテアーゼ活性は、好ましくは約７０００Ｕ／ｇ以下であり、より
好ましくは約５６００Ｕ／ｇ以下であり、さらにより好ましくは約４２００Ｕ／ｇ以下で
あり、特に好ましくは約２８００Ｕ／ｇ以下であり、最も好ましくは約１４００Ｕ／ｇ以
下である。
【０１２９】
　本発明の食品のタンナーゼ活性は、好ましくは約１０Ｕ／ｇ以上であり、より好ましく
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は約４０Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約６０Ｕ／ｇ以上であり、特に好まし
くは約８０Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約１００Ｕ／ｇ以上である。本発明の食品
のタンナーゼ活性は、好ましくは約１００００Ｕ／ｇ以下であり、より好ましくは約４０
００Ｕ／ｇ以下であり、さらにより好ましくは約２０００Ｕ／ｇ以下であり、特に好まし
くは約１０００Ｕ／ｇ以下であり、最も好ましくは約４００Ｕ／ｇ以下である。
【０１３０】
　本発明の食品中の齲蝕性糖類の含量は、約０．５重量％以下であり、好ましくは約０．
３重量％以下であり、より好ましくは約０．２重量％以下であり、さらに好ましくは約０
．１重量％以下であり、最も好ましくは約０．０５重量％以下である。
【０１３１】
　本発明の食品は、人間および人間以外の動物（例えば、イヌ、ネコ、マウス、ラット、
ウサギ、サル、ウマ、ウシなど）のいずれにも使用され得る。本発明の食品は人間用であ
ることが好ましい。本発明の食品を動物用に用いる場合、動物は、好ましくはペットであ
り、より好ましくはイヌまたはネコであり、最も好ましくはイヌである。本発明の食品が
動物用である場合、本発明の食品は、ペット用チューインガムである。ペット用チューイ
ンガムの組成および製造方法は、ペット用チューインガムの分野の当業者に公知である。
【０１３２】
　本発明の食品は、当該分野で公知の方法に従って調製され得る。本発明の食品は好まし
くは、乾燥麹抽出物のステイン除去作用またはステイン防止作用を実質的に損なわない方
法で製造される。例えば、乾燥麹抽出物をキャンディに含有させる場合、通常の方法に従
ってキャンディの材料を煮詰めた後、この煮詰めた材料を冷却する途中で、好ましくは約
６０℃以下、より好ましくは約５０℃以下、さらにより好ましくは約４０℃以下になった
時点で、乾燥麹抽出物をキャンディの材料に添加する。例えば、本発明のキャンディは、
国際公開第２００７／１０５６６１号パンフレットに記載の方法に従って製造され得る。
【０１３３】
　本発明の食品は、ステイン除去作用、ステイン防止作用および齲蝕防止に悪影響を与え
ない限り、必要に応じて、ステイン除去作用またはステイン防止作用に有用な他の成分を
含み得る。
【０１３４】
　本発明のガム、キャンディまたはタブレットはまた、ステイン除去作用、ステイン防止
作用および齲蝕防止に悪影響を与えない限り、必要に応じて、ガム、キャンディおよびタ
ブレットに通常含まれる添加剤を含み得る。添加物の例としては、結合剤、ｐＨ調整剤、
香料、甘味料、着色料、賦形剤、崩壊剤、滑沢剤、流動化剤、コーティング剤などが挙げ
られる。これらの添加剤は当該分野で周知である。ガム、キャンディまたはタブレットが
食品用途である場合、このような添加剤は、例えば、食品添加物公定書に記載される。ガ
ム、キャンディまたはタブレットが医薬品用途である場合、このような添加剤は、例えば
、日本薬局方に記載される。
【０１３５】
　用語「結合剤」とは、本明細書中で用いられる場合、成分粉末の混合物に結合力を与え
安定なタブレットまたは顆粒を製造するために用いられる添加剤をいう。本発明のタブレ
ットは、必ずしも結合剤を含む必要はないが、タブレットの硬度が不十分である場合に添
加することができる。結合剤は、好ましくはセルロース、アラビアガム、ゼラチンなどで
ある。結合剤はタブレットに含まれる物質間を結合することによってタブレットの硬度を
向上させる。特定の物質のみを用いて打錠して得られるタブレットの硬度は、その物質の
結合剤としての特性の指標である。硬度が高いほど結合力が強い。
【０１３６】
　（５．乾燥麹抽出物を含む食品の製造方法）
　本発明の食品は、従来の食品製造に用いられている手法および設備をそのまま利用して
製造することができる。例えば、食品がタブレットの場合、タブレット材料（例えば、水
溶性糖類と他の成分と）を混合して直接打錠する方法、タブレット材料を別々にまたは混
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合して湿式または乾式で顆粒化した後に打錠する方法などが採用できる。
【０１３７】
　１つの実施形態では、本発明のタブレットは、粉末状のタブレット材料を混合し、直接
打錠することによって製造されることが好ましい。
【０１３８】
　別の実施形態では、本発明のタブレットは、顆粒状のタブレット材料を混合した後に打
錠することによって製造されることが好ましい。
【０１３９】
　乾燥麹抽出物の粒子の大きさは任意であるが、好ましくは平均直径約５０μｍ以上であ
り、より好ましくは約７５μｍ以上であり、最も好ましくは約９０μｍ以上である。乾燥
麹抽出物の粒子の大きさは好ましくは平均直径約５００μｍ以下であり、より好ましくは
約３５０μｍ以下であり、最も好ましくは約２５０μｍ以下である。平均直径は、重量平
均での直径である。
【０１４０】
　（６．乾燥麹抽出物を含む食品の喫食方法）
　本発明の食品の摂取量、摂取頻度および摂取期間は、摂取者の状態、摂取者の嗜好など
に応じて決められる。
【０１４１】
　本発明のガムの摂取量は、好ましくは１回あたり、約０．１ｇ以上であり、より好まし
くは約０．２ｇ以上であり、さらに好ましくは約０．５ｇ以上であり、さらにより好まし
くは約１ｇ以上である。本発明のガムの摂取量に特に上限はないが、例えば、１回あたり
、約１０００ｇ以下、約７５０ｇ以下、約５００ｇ以下、約２５０ｇ以下、約１００ｇ以
下、約５０ｇ以下、約４０ｇ以下、約３０ｇ以下、約２０ｇ以下、約１０ｇ以下、約７．
５ｇ以下、約５ｇ以下、約４ｇ以下、約３ｇ以下、約２ｇ以下、約１ｇ以下などである。
【０１４２】
　本発明のキャンディの摂取量は、好ましくは１回あたり、約０．１ｇ以上であり、より
好ましくは約０．２ｇ以上であり、さらに好ましくは約０．５ｇ以上であり、さらにより
好ましくは約１ｇ以上である。本発明のキャンディの摂取量に特に上限はないが、例えば
、１回あたり、約１０００ｇ以下、約７５０ｇ以下、約５００ｇ以下、約２５０ｇ以下、
約１００ｇ以下、約５０ｇ以下、約４０ｇ以下、約３０ｇ以下、約２０ｇ以下、約１０ｇ
以下、約７．５ｇ以下、約５ｇ以下、約４ｇ以下、約３ｇ以下、約２ｇ以下、約１ｇ以下
などである。
【０１４３】
　本発明のタブレットの摂取量は、好ましくは１回あたり、約０．１ｇ以上であり、より
好ましくは約０．２ｇ以上であり、さらに好ましくは約０．５ｇ以上であり、さらにより
好ましくは約１ｇ以上である。本発明のタブレットの摂取量に特に上限はないが、例えば
、１回あたり、約１０００ｇ以下、約７５０ｇ以下、約５００ｇ以下、約２５０ｇ以下、
約１００ｇ以下、約５０ｇ以下、約４０ｇ以下、約３０ｇ以下、約２０ｇ以下、約１０ｇ
以下、約７．５ｇ以下、約５ｇ以下、約４ｇ以下、約３ｇ以下、約２ｇ以下、約１ｇ以下
などである。
【０１４４】
　本発明のタブレットの摂取頻度は、任意に設定され得る。例えば、１週間に１回以上、
１週間に２回以上、１週間に３回以上、１週間に４回以上、１週間に５回以上、１週間に
６回以上、１週間に７回以上、１日１回以上、１日２回以上、１日３回以上などであり得
る。本発明のタブレットの摂取頻度に上限はなく、例えば、１日３回以下、１日２回以下
、１日１回以下、１週間に７回以下、１週間に６回以下、１週間に５回以下、１週間に４
回以下、１週間に３回以下、１週間に２回以下、１週間に１回以下などであり得る。
【０１４５】
　本発明の食品の摂取のタイミングは、食前であっても食後であっても食間であってもよ
いが、食後が好ましい。食前とは、食事の直前から食事を取る約３０分前までをいい、食
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後とは、食事の直後から食事を取った約３０分後までをいい、食間とは、食事を取ってか
ら約２時間以上経過した後から次の食事まで約２時間以上前の時間をいう。
【０１４６】
　本発明の食品の摂取期間は、任意に決定され得る。本発明の食品は、好ましくは約１日
以上、より好ましくは約３日間以上、最も好ましくは約５日間以上摂取され得る。本発明
の食品は、好ましくは約１ヶ月以下、より好ましくは約２週間以下、最も好ましくは約１
０日間以下摂取され得る。必要な場合、本発明の食品は、ほぼ永続的に摂取されてもよい
。
【０１４７】
　本発明の食品は、摂取の際に嚥下せずに口腔内に滞留させることが好ましい。本発明の
食品を口腔内に滞留させる時間は、好ましくは約１０秒間以上、より好ましくは約１分間
以上、さらに好ましくは約３分間以上である。本発明のタブレットを口腔内に滞留させる
時間は、好ましくは約３０分間以下、より好ましくは約２０分間以下、さらに好ましくは
約１０分間以下である。滞留時間が短すぎる場合には、ステイン除去効果またはステイン
防止効果が得られにくい。本発明の食品は、噛まずに最後まで舐められることが好ましい
。
【０１４８】
　（７．乾燥麹抽出物を含む口腔用組成物）
　本発明の口腔用組成物は、本発明の乾燥麹抽出物を含み、齲蝕性糖類の含量が０．５重
量％以下である。
【０１４９】
　本発明の口腔用組成物は、好ましくは歯磨剤または洗口剤である。
【０１５０】
　本発明の口腔用組成物は、好ましくはトローチ剤またはゲル剤である。
【０１５１】
　口腔用組成物が歯磨剤、洗口剤およびゲル剤などのように口腔内でほとんど薄められる
ことなくそのままの濃度で作用するような形態で使用される場合には、本発明の口腔用組
成物中の乾燥麹抽出物の量は、口腔用組成物の重量を基準として、好ましくは約０．０１
重量％以上、より好ましくは約０．０５重量％以上、さらに好ましくは約０．１重量％以
上、さらにより好ましくは約０．５重量％以上、さらにより好ましくは約１重量％以上、
さらにより好ましくは約５重量％以上であり；口腔用組成物中の乾燥麹抽出物の量は、食
品の重量を基準として、例えば、約１０重量％以上、約１５重量％以上、約２０重量％以
上などであり得る。そのままの濃度で作用するような形態で使用される場合の本発明の口
腔用組成物中の乾燥麹抽出物の量の上限は特にないが、食品の重量を基準として、例えば
、約８０重量％以下、約７０重量％以下、約６０重量％以下、約５０重量％以下、約４０
重量％以下、約３０重量％以下などであり得る。口腔用組成物が口腔内で薄められて使用
されることが意図される組成物である場合、その希釈倍率を考慮して、成分が配合される
。例えば、約２０倍に希釈されることが意図される口腔用組成物の場合、２０倍の濃度で
配合される。
【０１５２】
　本発明の口腔用組成物がトローチ剤である場合、本発明の口腔用組成物の重量は、好ま
しくは約０．０５ｇ以上であり、より好ましくは約０．１ｇ以上であり、さらに好ましく
は約０．２ｇ以上であり、最も好ましくは約０．５ｇ以上である。本発明の口腔用組成物
がトローチ剤である場合、本発明の口腔用組成物の重量は、好ましくは約１０ｇ以下であ
り、より好ましくは約８ｇ以下であり、さらに好ましくは約５ｇ以下であり、最も好まし
くは約３ｇ以下である。
【０１５３】
　本発明の口腔用組成物がトローチ剤である場合、１回に１粒ずつ舐めてもよく、１回に
複数個（例えば、２個～１０個）舐めてもよい。１回に複数個を舐める場合、いっぺんに
複数個を口に入れて舐めてもよく、１個ずつ順々に複数個を舐めてもよい。
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【０１５４】
　本発明の口腔用組成物のプロテアーゼ活性は、好ましくは約２．５Ｕ／ｇ以上であり、
より好ましくは約５Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約１０Ｕ／ｇ以上であり、
特に好ましくは約１５Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約２５Ｕ／ｇ以上である。本発
明の口腔用組成物のプロテアーゼ活性は、好ましくは約２５０Ｕ／ｇ以下であり、より好
ましくは約２００Ｕ／ｇ以下であり、さらにより好ましくは約１５０Ｕ／ｇ以下であり、
特に好ましくは約１００Ｕ／ｇ以下であり、最も好ましくは約５０Ｕ／ｇ以下である。
【０１５５】
　本発明の口腔用組成物の酸性プロテアーゼ活性は、好ましくは約３５Ｕ／ｇ以上であり
、より好ましくは約７０Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約１４０Ｕ／ｇ以上で
あり、特に好ましくは約２１０Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約３５０Ｕ／ｇ以上で
ある。本発明の口腔用組成物の酸性プロテアーゼ活性は、好ましくは約３５００Ｕ／ｇ以
下であり、より好ましくは約２８００Ｕ／ｇ以下であり、さらにより好ましくは約２１０
０Ｕ／ｇ以下であり、特に好ましくは約１４００Ｕ／ｇ以下であり、最も好ましくは約７
００Ｕ／ｇ以下である。
【０１５６】
　本発明の口腔用組成物のタンナーゼ活性は、好ましくは約５Ｕ／ｇ以上であり、より好
ましくは約２０Ｕ／ｇ以上であり、さらにより好ましくは約３０Ｕ／ｇ以上であり、特に
好ましくは約４０Ｕ／ｇ以上であり、最も好ましくは約５０Ｕ／ｇ以上である。本発明の
食品のタンナーゼ活性は、好ましくは約５０００Ｕ／ｇ以下であり、より好ましくは約２
０００Ｕ／ｇ以下であり、さらにより好ましくは約１０００Ｕ／ｇ以下であり、特に好ま
しくは約５００Ｕ／ｇ以下であり、最も好ましくは約２００Ｕ／ｇ以下である。
【０１５７】
　本発明の口腔用組成物中の齲蝕性糖類の含量は、約０．５重量％以下であり、好ましく
は約０．３重量％以下であり、より好ましくは約０．２重量％以下であり、さらに好まし
くは約０．１重量％以下であり、最も好ましくは約０．０５重量％以下である。
【０１５８】
　本発明の口腔用組成物は、人間および人間以外の動物（例えば、イヌ、ネコ、マウス、
ラット、ウサギ、サル、ウマ、ウシなど）に使用され得る。本発明の口腔用組成物を動物
用に用いる場合、動物は、好ましくはペットであり、より好ましくはイヌまたはネコであ
り、最も好ましくはイヌである。
【０１５９】
　（８．乾燥麹抽出物を含む口腔用組成物の製造方法）
　本発明の口腔用組成物は、当該分野で公知の方法に従って製造され得る。本発明の口腔
用組成物は好ましくは、乾燥麹抽出物のステイン除去作用またはステイン防止作用を実質
的に損なわない方法で製造される。例えば、乾燥麹抽出物を歯磨剤、洗口剤、ゲル剤また
はトローチ剤に含有させる場合、歯磨剤、洗口剤およびゲル剤のそれぞれの材料に乾燥麹
抽出物を混合することによって製造され得る。
【０１６０】
　（９．口腔用組成物の使用方法）
　特定の実施形態では、本発明の口腔用組成物は以下のように使用され得る。まず、本発
明の口腔用組成物が所望の歯面（例えば、初期齲蝕の部分または健全な部分）に適用され
る。この組成物は、ローラー、ブラシなどのような器具を用いて歯面に塗りこまれること
が好ましい。この組成物を適用している間およびその後、唾液と接触してもよく、適用さ
れた乾燥麹抽出物中の酵素がなるべく流出しないように、唾液との接触を減らすための手
段を講じてもよい。唾液との接触を減らすための手段を講じる時間は、これらの組成物を
適用しはじめてから約５分間以上続けることが好ましく、約１０分間以上続けることがよ
り好ましく、約１５分間以上続けることが最も好ましい。唾液との接触を減らすための手
段を講じる時間に特に上限はないが、例えば、これらの組成物を適用しはじめてから約１
時間以下、約４５分間以下、約３０分間以下、約２５分間以下、約２０分間以下などであ
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り得る。唾液との接触を減らすための手段を講じることにより、ステイン除去作用および
／またはステイン防止作用が顕著に促進され得る。
【０１６１】
　本発明の口腔用組成物は、口腔内に投与する際、ある程度の時間にわたって口腔内に滞
留させることが好ましい。本発明の口腔用組成物を口腔内に滞留させる時間は、好ましく
は約１分間以上、より好ましくは、約２分間以上である。さらに好ましくは約３分間以上
であり、特に好ましくは約５分間以上である。１つの好ましい実施形態では約１０分間以
上であり、さらに好ましい実施形態では約１５分間以上である。本発明の組成物を口腔内
に滞留させる時間に特に上限はなく、例えば約１時間以下、約５０分間以下、約４０分間
以下、約３０分間以下、約２０分間以下などであり得る。滞留時間が短すぎる場合には、
ステイン除去効果およびステイン防止効果が得られにくい。
【０１６２】
　食品以外の口腔用組成物の形態としては、例えば、歯磨剤、洗口剤（マウスウオッシュ
ともいう）、トローチ剤、ゲル剤、スプレー、ペースト、軟膏等が挙げられ、医薬組成物
の剤型としては、例えば錠剤、丸剤、散剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤、カプセル剤等
が挙げられる。またこれらの液剤を不織布などに含浸させた拭取り布のような形態のもの
や綿棒のような形態を用いることも可能である。
【０１６３】
　本発明の口腔用組成物は、通常、容器に入れて、または包装されて販売される。この容
器は、プラスチックなどの通常使用される容器であり得る。この包装は、紙、プラスチッ
ク、セロハンなどの通常使用される包装であり得る。この容器または包装には、本発明の
口腔用組成物の摂取量、摂取タイミング、摂取方法（例えば、ガムの場合、「２粒を約２
０分間以上かみ続けることが好ましい」）などについての指示が記載されていることが好
ましい。あるいは、このような指示が記載された指示書が挿入されていてもよい。
【０１６４】
　（１０．測定方法）
　各種酵素活性は以下の方法に従って測定され得る。ペリクル分解効果、ペリクル沈着抑
制効果などの方法も以下に記載する。
【０１６５】
　本発明の乾燥麹抽出物、食品および口腔用組成物中に含まれる酵素の活性は、当該分野
で公知の方法によって測定され得る。例えば、本発明の食品および口腔用組成物がキャン
ディのような固体の場合、酵素活性の測定のために、本発明の食品および口腔用組成物は
、粉砕され、適切な緩衝液に溶解されて酵素活性が測定される。本発明の食品および口腔
用組成物の粉砕時に、過度の熱をかけて酵素を失活させないように注意する。本発明の食
品および口腔用組成物の溶解時の緩衝液の温度は約４℃であることが好ましい。種々の酵
素についての活性測定法はそれぞれ公知である。本発明の食品および口腔用組成物に添加
する前の酵素と本発明の食品および口腔用組成物中の酵素とについて同じ方法を用いれば
適切な任意の方法を用い得る。
【０１６６】
　（１０．１　プロテアーゼ活性の測定方法）
　本発明の乾燥麹抽出物、食品および口腔用組成物中のプロテアーゼ活性は、好ましくは
、Ｍｅｇａｚｙｍｅ製のＰＲＯＴＡＺＹＭＥ　ＡＫ　ＴＡＢＬＥＴＳを用いて製造業者の
推奨する方法に従って測定したエンドプロテアーゼの活性である。この測定方法では、カ
ゼインに対して全ての活性な全てのエンドプロテアーゼの活性を測定することができる。
このようなプロテアーゼの例は、パパイン、プロテイナーゼＫ、トリプシン、ウシ膵臓プ
ロテアーゼ、サブチリシンＡ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓプロテアーゼおよび
Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒプロテアーゼである。
【０１６７】
　（１０．２　タンナーゼ活性測定方法）
　タンナーゼの活性は、参考文献；ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｉｋｋｏｍａｎ．ｃｏ．ｊ
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ｐ／ｂｉｏ／ｊ／ｒｉｎｓｙｏｕ／ｐｄｆ／６５＿ｔａｈ．ｐｄｆおよびｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｋｉｋｋｏｍａｎ．ｃｏ．ｊｐ／ｂｉｏ／ｊ／ｓｋａｋｏｕ／ｉｔｅｍｓ／ｓｋ
ａｋｏｕ０１．ｈｔｍｌを参照して測定することができる。
【０１６８】
　タンナーゼの活性については、３０℃、ｐＨ５．５の環境下で１分間に１μｍｏｌのタ
ンニン酸中のエステル結合を加水分解する活性を１単位（１Ｕ）とする。
【０１６９】
　（１０．２．１　試薬の調製）
　以下の手順で試薬を調製する：
・Ｒｅａｇｅｎｔ　Ａ：クエン酸バッファー
　クエン酸１０．５ｇに蒸留水８００　ｍｌを加えて溶かす。１ＮのＮａＯＨでｐＨ５．
５に調整した後、１０００ｍｌにフィルアップする。
・Ｒｅａｇｅｎｔ　Ｂ：基質溶液（タンニン酸溶液）
　タンニン酸１７５ｍｇをＲｅａｇｅｎｔ　Ａ　５０ｍｌに溶かす。完全には溶解せず、
懸濁液になる。ろ過せずに、使用前によく振ってから使う。
・Ｒｅａｇｅｎｔ　Ｃ：エタノール水溶液
　エタノール９００ｍｌに蒸留水９５ｍｌを加える。
・サンプル：酵素溶液
　氷冷したＲｅａｇｅｎｔ　Ａでサンプルを使用直前に溶かす。正確に測定するには２．
６～２．９　Ｕ／ｍｌとなるように調整しておくのが好ましい。
【０１７０】
　（１０．２．２　測定）
　（１０．２．２．１）１５ｍｌ容のチューブ又はふたのできる試験管を用意する；
　（１０．２．２．２）Ｒｅａｇｅｎｔ　Ｂ　１．０ｍｌをチューブに入れる；
　（１０．２．２．３）チューブにふたをして、３０℃で５分間インキュベートする；
　（１０．２．２．４）サンプル２５０μｌをチューブに添加してよく攪拌する。ブラン
クにはサンプルの代わりにＲｅａｇｅｎｔ　Ａを添加する；
　（１０．２．２．５）チューブにふたをして、３０℃で１５分間インキュベートする；
　（１０．２．２．６）チューブにＲｅａｇｅｎｔ　Ｃ　５．０ｍｌを添加して攪拌する
；
　（１０．２．２．７）別のチューブにそれぞれの溶液を２５０μｌ入れる；
　（１０．２．２．８）そのチューブへＲｅａｇｅｎｔ　Ｃ　５．０ｍｌを添加する；
　（１０．２．２．９）よく攪拌して、３１０ｎｍでの吸収を測定する。
【０１７１】
　（１０．２．３　酵素活性の計算）
　Ｖｏｌｕｍｅ　ａｃｔｉｖｉｔｙ　（Ｕ／ｍｌ）　
＝［（Ａ０－Ａｓ）×２０．３×１．０×１．０４×ｄｆ］／（０．７１×０．２５ｍｌ
×１５ｍｉｎ）
　Ａ０；ブランクの吸光度　Ａｓ；サンプルの吸光度　ｄｆ；ｄｉｌｕｔｉｏｎ　ｆａｃ
ｔｏｒ
　２０．３；Ｒｅａｇｅｎｔ　Ｂ　１．０ｍｌ当たりのタンニン酸量（μｍｏｌ）
　０．７１；このａｓｓａｙ条件下で、２０．３μｍｏｌのタンニン酸の加水分解が完了
した時の吸光度の変化
　１．０４；Ｉｉｂｕｃｈｉらの方法による適正化係数。
【０１７２】
　（１０．３　酵素活性測定方法：国税庁所定分析法）
　（１０．３．１）酸性プロテアーゼ
　（１０．３．１．１）酸性プロテアーゼ
　１－１．試薬
　（１）マッキルベイン緩衝液（ｐＨ３．０）
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Ａ液：Ｍ／５　リン酸二ナトリウム溶液
　リン酸二ナトリウム（Ｎａ２ＨＰＯ４・１２Ｈ２Ｏ）７１．６３ｇを水に溶かして１リ
ットルとする。
Ｂ液：Ｍ／１０　クエン酸溶液
　クエン酸（Ｃ６Ｈ８Ｏ７・Ｈ２Ｏ）２１ｇを水に溶かして１リットルとする。
【０１７３】
　Ａ液４ｍｌ、Ｂ液１６ｍｌの割合で混合すればほぼ所定のｐＨになる。ｐＨが正しく３
．０にならない場合はＡ液又はＢ液を用いて調整する。
【０１７４】
　（２）カゼイン溶液
　カゼイン２ｇを取り、１０倍に薄めた乳酸５ｍｌを加え、更に水を約５０ｍｌ加えて完
全に白濁状に溶解するまで金網上で加熱しながらかき混ぜる。
【０１７５】
　一度沸騰させてから冷却し，これにｐＨ３．０のマッキルベイン緩衝液２０ｍｌを加え
、更に水を加えて全容を１００ｍｌとする。
【０１７６】
　（３）２Ｍ／５トリクロール酢酸溶液（ＴＣＡ溶液）
　トリクロール酢酸６５．４ｇを水に溶かして１リットルとする。
【０１７７】
　（４）フェノール試薬（フォリン・チオカルト－試薬）
　市販品を５倍に希釈して使用する。
【０１７８】
　（５）２Ｍ／５炭酸ナトリウム溶液
　炭酸ナトリウム４２．４ｇを水に溶かして１リットルとする。
【０１７９】
　（６）チロシン標準溶液
　Ｌ－チロシン（特級）１０．０ｍｇを取り、１Ｎ塩酸１ｍｌを加えて全容を１００ｍｌ
とし、これを原液とする。
【０１８０】
　測定に際しては、原液に水を加えてチロシン２０～１００μｇ／ｍｌの標準溶液系列を
作る。
【０１８１】
　（７）検量線の作成
　上記各検液に炭酸ナトリウム溶液５ｍｌとフェノール試薬１ｍｌを加えて、４０℃で３
０分間発色を行う。チロシンを含まない液を対照として厚さ１０ｍｍのセルで６６０ｎｍ
における吸光度を測定し、検量線を作成する。
【０１８２】
　１－２．酵素液の調製
　固体こうじ１０ｇに塩化ナトリウム溶液５０ｍｌを加え，低温室（５℃以下）で一夜、
又は室温（１５～２０℃）で３時間時々振り混ぜながら浸出した後ろ過する。そのろ液１
０ｍｌを透析膜に入れ、Ｍ／１００酢酸緩衝液に対して低温で一夜透析した後、水で２０
ｍｌにし酵素液とする。
【０１８３】
　１－３．試験操作
　カゼイン溶液１．５ｍｌにｐＨ３．０のマッキルベイン緩衝液１．０ｍｌを加え、４０
℃に予熱しておく。これに酵素液０．５ｍｌを加え、４０℃で６０分間反応させた後、Ｔ
ＣＡ溶液３ｍｌを加えて反応を停止させ沈殿をろ別する。
【０１８４】
　そのろ液１ｍｌに炭酸ナトリウム溶液５ｍｌとフェノール試薬１ｍｌを加えて４０℃で
３０分間の発色を行い、６６０ｎｍの吸光度を測定する。
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【０１８５】
　別に対照として酵素液をＴＣＡ溶液の添加直前に加えて、以下上記と同様の操作を行い
吸光度を測定する。
【０１８６】
　試験液と対照液との吸光度の差Ｅを求める。但し、Ｅが０．３以上になると酵素力とＥ
とが直線関係よりはずれるので、Ｅが０．３以下になるように酵素液を希釈しなければな
らない。
【０１８７】
　得られたＥから検量線により生成チロシン量（ｙμｇ）を求める。
【０１８８】
　１－４．活性の表示
　酸性プロテアーゼ活性は、４０℃で６０分間に１μｇのチロシン相当量の呈色を示す活
性を１単位とする。
【０１８９】
　こうじ１ｇの酸性プロテアーゼ活性は次式によって求められる：
【０１９０】
【数１】

【０１９１】
　（注）酵素液は透析しないものを用いてもよい。その場合は抽出率を５０／１０として
計算する。
【０１９２】
　（１０．３．２）グルコアミラーゼ
　３－１．試薬
　（１）Ｍ／５酢酸緩衝液（ｐＨ５．０）
Ａ液：Ｍ／５　酢酸
　氷酢酸１１．５５ｍｌを水で１リットルにする。
Ｂ液：Ｍ／５　酢酸ナトリウム溶液
　酢酸ナトリウム（ＣＨ３ＣＯＯＮａ・３Ｈ２Ｏ）２７．２１ｇを水に溶かして１リット
ルとする。
【０１９３】
　Ａ液及びＢ液を調製し、Ａ液５．９ｍｌ、Ｂ液１４．１ｍｌの割合で混合する。ｐＨが
正しく５．０にならない場合はＡ液又はＢ液を用いて調整する。
【０１９４】
　（２）塩化ナトリウム溶液
　塩化ナトリウム５ｇを水に溶かし、これに上記緩衝液５０ｍｌを加えて水で１リットル
にする。
（注）黒こうじ系固体こうじ（以下「しょうちゅうこうじ」という）の場合は、緩衝液５
００　ｍｌを加える。
【０１９５】
　（３）Ｍ／１００酢酸緩衝液（ｐＨ５．０）
　Ｍ／５酢酸緩衝液（ｐＨ５．０）５０ｍｌを水で希釈し、１リットルとした後、ｐＨ５
．０に調整する。
【０１９６】
　（４）デンプン溶液
　可溶性デンプン２ｇを精ひょうして取り、適当量の熱水を加えてよくかき混ぜ１～２分
間沸騰させた後、冷却して水を加え１００ｍｌとする。
【０１９７】
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　（５）１Ｎ水酸化ナトリウム溶液
　　水酸化ナトリウム４ｇを水に溶かして１００ｍｌとする。
【０１９８】
　（６）１Ｎ塩酸溶液
　濃塩酸８．８ｍｌに水を加えて１００ｍｌにする。
【０１９９】
　１Ｎ水酸化ナトリウム溶液と、１Ｎ塩酸溶液を等量混ぜたときほぼ中和できるように濃
度を調整する。
【０２００】
　３－２．酵素液の調製
　固体こうじ１０ｇに塩化ナトリウム溶液５０ｍｌを加え，低温室（５℃以下）で一夜、
又は室温（１５～２０℃）で３時間時々振り混ぜながら浸出した後ろ過する。そのろ液１
０ｍｌを透析膜に入れ、Ｍ／１００酢酸緩衝液に対して低温で一夜透析した後、水で２０
ｍｌにし酵素液とする。
【０２０１】
　３－３．試験操作
　（１）酵素反応
　デンプン溶液１ｍｌにＭ／５酢酸緩衝液０．２ｍｌを加え、４０℃で５分間予熱する。
これに酵素液０．１ｍｌを加え、４０℃で２０分間反応させ、１Ｎ水酸化ナトリウム溶液
０．１ｍｌを添加して反応を停止する。その後３０分間放置し、１Ｎ塩酸溶液０．１ｍｌ
を加えて中和する。
【０２０２】
　別に対照として、デンプン溶液１ｍｌにＭ／５酢酸緩衝液０．２ｍｌを加え、４０℃で
５分間予熱し、１Ｎ水酸化ナトリウム溶液０．１ｍｌを加えた後に酵素液０．１ｍｌを添
加し、以下上記と同様に操作する。
【０２０３】
　（２）ブドウ糖の定量
　反応液中に生成したブドウ糖量（μｇ）は３－４により測定する。
【０２０４】
　３－４　ブドウ糖
　３－４－１　試薬
Ｍ／１０トリス・リン酸緩衝液（ｐＨ７．３）：
　トリスヒドロキシメチルアミノメタンを１２．１１ｇ取り、水約９００ｍｌに溶かし、
リン酸でｐＨ７．３に調節後水で１ｌとする。
色素溶液：
　４－アミノアンチピリン８１ｍｇ、フェノールを５００ｍｇ、トリトンＸ－１００〔ポ
リオキシエチレン（１０）オクチルフェニルエーテル〕１００ｍｇをそれぞれ取り、Ｍ／
１０トリス・リン酸緩衝液（ｐＨ７．３）に溶解し２００ｍｌとする。
酵素溶液：
　ブドウ糖酸化酵素８００単位、パーオキシダーゼ２０００単位をとりＭ／１０トリス・
リン酸緩衝液（ｐＨ７．３）に溶解し２００ｍｌとする。
ブドウ糖定量試薬：
　色素溶液及び酵素溶液を等量混和する。調製後は冷蔵庫中に保存すれば、約３週間安定
である。
ブドウ糖標準溶液：
　無水結晶ブドウ糖（特級）０．５ｇを精ひょうし、１ｇの安息香酸と共に溶解し１ｌと
する。本液は１ｍｌ中に５００μｇのブドウ糖を含む。
【０２０５】
　３－４－２　試験操作
　ブドウ糖定量試薬３ｍｌを試験管に取り、ブドウ糖として１０～１００μｇを含む検体
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０．１ｍｌを添加・混和後、４０℃で４０分間反応させる。反応終了後、室温まで放冷し
１２０分以内に５０５ｎｍにおける吸光度（Ｅ１）を測定する。
【０２０６】
　別に検体の代わりに水を用いた対照試験を行い、対照の吸光度（Ｅ２）を測定する。又
ブドウ糖標準液を用いて同様に操作し吸光度（ＥＳ）を測定し、検体中のブドウ糖を次式
によって求める。
【０２０７】
【数２】

【０２０８】
（注）
１：ブドウ糖酸化酵素の１単位はｐＨ５．１、３５℃の条件で１分間に１μＭのβ型ブド
ウ糖を酸化する力価。
２：パーオキシダーゼの１単位はｐＨ６．０、２０℃の条件で、２０秒間にピロガロール
から１ｍｇのプルブロガリンを生成する力価。
【０２０９】
　３－５．活性の表示
　グルコアミラーゼ活性は、可溶性デンプンから４０℃で６０分間に１ｍｇのブドウ糖を
生成する活性を１単位とする。こうじ１ｇのグルコアミラーゼ活性は次式によって求める
。
【０２１０】

【数３】

【０２１１】
（注）
１：α－アミラーゼの影響を除くため、デンプンの分解率を１０％以下（生成ブドウ糖が
約２ｍｇ以下）とする。
２：α－アミラーゼ活性が２００単位／ｍｌ以下の酵素液を用いる。
【０２１２】
　（１０．３．３）α－アミラーゼ
　３－１．試薬
　（１）Ｍ／５酢酸緩衝液（ｐＨ５．０）
Ａ液：Ｍ／５　酢酸
　氷酢酸１１．５５ｍｌを水で１リットルにする。
Ｂ液：Ｍ／５　酢酸ナトリウム溶液
　酢酸ナトリウム（ＣＨ３ＣＯＯＮａ・３Ｈ２Ｏ）２７．２１ｇを水に溶かして１リット
ルとする。
【０２１３】
　Ａ液及びＢ液を調製し、Ａ液５．９ｍｌ、Ｂ液１４．１ｍｌの割合で混合する。ｐＨが
正しく５．０にならない場合はＡ液又はＢ液を用いて調整する。
【０２１４】
　（２）塩化ナトリウム溶液
　塩化ナトリウム５ｇを水に溶かし、これに上記緩衝液５０ｍｌを加えて水で１リットル
にする。
【０２１５】
　（３）ヨウ素溶液
　ヨウ素０．０３１７ｇにヨウ化カリウム０．１ｇ，１０％塩酸５０ｍｌを加え、水に溶
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かして１ｌとする。
【０２１６】
　（４）デンプン溶液
　可溶性デンプン１ｇを取り，２１１－４－１に倣って溶かした後，上記緩衝液２０ｍｌ
を加えてｐＨ５．０に調整し，更に水を加えて１００ｍｌとする。
【０２１７】
　３－２．酵素液の調製
　固体こうじ１０ｇに塩化ナトリウム溶液５０ｍｌを加え，低温室（５℃以下）で一夜、
又は室温（１５～２０℃）で３時間時々振り混ぜながら浸出した後ろ過する。そのろ液１
０ｍｌを透析膜に入れ、Ｍ／１００酢酸緩衝液に対して低温で一夜透析した後、水で２０
ｍｌにし酵素液とする。
【０２１８】
　３－３．試験操作
　デンプン溶液２ｍｌを試験管に取り，４０℃で５分間予熱する。酵素液０．１ｍｌを加
えて反応を開始し，反応液中よりその０．１ｍｌずつをピペットで経時的（０．５分ある
いは１分おき）に，あらかじめヨウ素溶液１０ｍｌを入れた試験管に取り，よく混合し，
生じた色を２５℃に保ちながら，厚さ１０ｍｍのセルを通して６７０ｎｍで比色し，透過
率Ｔ％を測定する。
【０２１９】
　比色の際の対照液には，水２ｍｌに酵素液０．１ｍｌを混ぜたものから０．１ｍｌを取
り出し，１０ｍｌのヨウ素溶液に加えたものを用いる。
【０２２０】
　これら一連のＴ％の値の中から６６％に相当する反応時間を見出してこれをｔ分とする
。
【０２２１】
　３－４．活性の表示
　α－アミラーゼ活性は，４０℃で３０分間に分解される１％可溶性デンプン量（ｍｌ）
として表示する。こうじ１ｇのα－アミラーゼ活性は次式によって求める。
【０２２２】
【数４】

【０２２３】
（注）
１：これに使用する可溶性デンプンは，２１１－５－１によりデンプン溶液を調製し，そ
の２ｍｌに水０．１ｍｌを混合したものから０．１ｍｌをとり，１０ｍｌのヨウ素溶液に
加え，生じた色を厚さ１０ｍｍのセルを通して６７０ｎｍで比色し、透過率Ｔ％が１８～
２０にならなければならない。
【０２２４】
　この条件に合わないデンプンの場合には，以下の換算式を用いる。反応時間をｔ分間と
し，反応前のヨウ素呈色をＴ０％，反応後のヨウ素呈色をＴｔ％としたとき
【０２２５】

【数５】

【０２２６】
２：酵素反応を５分間行った後のＴ％が８０以上の場合は酵素液を適当に薄める。
【０２２７】
　（１０．４　ペリクル分解効果の評価）
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　（１０．４．１　ハイドロキシアパタイト（Ｈａｐ）パウダーでの試験）
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０２２８】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０２２９】
　３）Ｈａｐパウダー１０ｍｇを２ｍｌ容チューブに計りとる。
【０２３０】
　４）Ｈａｐパウダー入りチューブに唾液１ｍｌを添加し、ボルテックス（十分に攪拌）
する。ネガティブコントロールに生理食塩水１ｍｌを添加し、同じようにボルテックスす
る。
【０２３１】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０２３２】
　６）インキュベーターから取り出し、１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清（唾
液）を取り除く。
【０２３３】
　７）生理食塩水２００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分散
させる。
【０２３４】
　８）１３，０００　ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を取り除く。
【０２３５】
　９）７）、８）（＝洗浄工程）を繰り返す。
【０２３６】
　１０）酵素液等、効果を確認したい物質の溶解液をチューブに添加し、３７℃のシェー
キングインキュベーターで２０分間強めに振とうしながらインキュベートする。ポジティ
ブコントロールおよびネガティブコントロールには生理食塩水を添加する。＊乾燥米麹抽
出物Ａ水溶液、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ属由来精製酵素（例；天野エンザイム「プロテア
ーゼＭアマノＳＤ」）水溶液をいずれもタンパク質消化力１００Ｕ／ｍｌで供した。
【０２３７】
　１１）インキュベーターから取り出し、１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清（
酵素液）を取り除く。
【０２３８】
　１２）生理食塩水２００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分
散させる。
【０２３９】
　１３）１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を取り除く（洗浄）。
【０２４０】
　１４）生理食塩水１００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分
散させる。
【０２４１】
　１５）超音波処理（１５ｍｉｎ）してから、１３，０００ｒｐｍ、５ｍｉｎ遠心して、
上清をタンパク定量する。
【０２４２】
　１６）（タンパク定量）市販の試薬Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ａｓｓａｙ（Ｂ
ｉｏ－Ｒａｄ社）を用いる。γ－グロブリン（２．０　ｍｇ／ｍｌ）を生理食塩水と、０
．１Ｎ　ＮａＯＨの等量混合物で希釈し、０、２５、５０、１００、１５０、２００μｇ
／ｍｌになるように調整する。
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【０２４３】
　１７）９６ウェルプレートに、１１）の上清、１２）のγ－グロブリン希釈液をそれぞ
れ１０μｌ入れ、そこへ蒸留水で５倍希釈したＰｒｏｔｅｉｎ　ａｓｓａｙ試薬２００μ
ｌを添加して、５分間以上（６０分間以内）反応させる。
【０２４４】
　１８）プレートリーダーにより、５９５　ｎｍ吸光度を測定し、γ－グロブリンで検量
線を作成の上、１５）上清中のタンパク質濃度を算出する。
【０２４５】
　１９）（評価基準）１８）のタンパク質濃度に上清の体積をかけて、Ｈａｐパウダーへ
のタンパク質付着量とする。唾液処理のみ、酵素処理等をおこなっていないＨａｐパウダ
ー（ポジティブコントロール）には、このとき４０（μｇ／１０ｍｇ　Ｈａｐパウダー）
程度のタンパク質の付着が見られる。
【０２４６】
　検出されたタンパク質の量が多いほどペリクル除去効果が低く、少ないほど効果が高い
と評価し、結果を次のように記号化した：
×：ペリクル分解効果なし（ポジティブコントロールと同程度のタンパク質量）
△：ペリクル分解効果弱い
○：ペリクル分解効果あり
◎：ペリクル分解効果強い（ネガティブコントロールと同程度のタンパク質量）。
【０２４７】
　（１０．４．２　Ｈａｐディスクでの試験）
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０２４８】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０２４９】
　３）Ｈａｐディスクを、２ｍｌ容チューブに１枚ずつ入れる。
【０２５０】
　４）Ｈａｐディスク入りチューブに唾液１ｍｌを添加し、ネガティブコントロールには
生理食塩水を添加する。
【０２５１】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０２５２】
　６）インキュベーターから取り出し、唾液（または生理食塩水）を取り除く。
【０２５３】
　７）チューブに生理食塩水２００μｌを入れて軽くすすぎ、生理食塩水を除く。同様の
操作をもう一度繰り返す。
【０２５４】
　８）酵素液等、効果を確認したい物質の溶解液をチューブに添加し、３７℃のシェーキ
ングインキュベーターで２０分間強めに振とうしながらインキュベートする。ポジティブ
コントロールおよびネガティブコントロールには生理食塩水を添加する。＊乾燥米麹抽出
物Ａ水溶液、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ属由来精製酵素（例：天野エンザイム「プロテアー
ゼＭアマノＳＤ」）水溶液を、いずれもタンパク質消化力１００Ｕ／ｍｌで供した。
【０２５５】
　９）インキュベーターから取り出し、酵素液を除去する。
【０２５６】
　１０）生理食塩水２００μｌを添加して、軽くすすぎ、除去する。
【０２５７】
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　１１）ＣＢＢ（Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｂｌｕｅ　Ｒ－２５０　Ｓ
ｔａｉｎｉｎｇ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ、Ｂｉｏ－Ｒａｄ社製）でＨａｐディスク表面につい
たタンパク質を染色する。
【０２５８】
　１２）（染色）Ｈａｐディスクの入ったチューブにＣＢＢ溶液１００　μｌを添加し、
そのまま２時間以上放置する。
【０２５９】
　１３）余分なＣＢＢ溶液を生理食塩水ですすぎ落とす。
【０２６０】
　１４）脱色液（４０％ＭｅＯＨ、１０％酢酸）を１ｍｌ程度チューブへ入れ、軽くゆす
ぐ。５分間程度おいてから脱色液を取り除き、新しい脱色液を入れ、同様の操作をおこな
う。
【０２６１】
　１５）チューブからディスクを取り出し、デジタルカメラで写真撮影する。その時に画
像補正用カラーチャートＣａｓＭａｔｃｈ（株式会社ベアーメディック）を写りこませる
ようにする。
【０２６２】
　１６）（画像処理）写真中のキャスマッチを使って補正し、その後Ｌａｂ値を確認する
（Ａｄｏｂｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ使用）。Ｌ値（明るさ）大きいほど明るい。ａ値（赤
→緑の指標）。ｂ値（黄→青の指標）。ＣＢＢ染色の場合はｂ値が大きく変化すると予想
される。
【０２６３】
　１７）（評価基準）ΔＥを求める。ΔＥが小さいほうが白い状態からの変化が小さい＝
ペリクル除去効果が高いと評価できる。
【０２６４】
　ΔＥ＝［（ΔＬ＊）２＋（Δａ＊）２＋（Δｂ＊）２］１／２

ここで、ΔＬ＊＝ＣＢＢ染色後のＬ値－初期Ｌ値　　Δａ＊、Δｂ＊についても同様に算
出する。ΔＥ値が小さいほど被試験面へのタンパク質の付着量が少ない、すなわちペリク
ル分解効果が高いと評価し、結果を次のように記号化した。
×：ペリクル分解効果なし（ポジティブコントロールと同程度の着色）
△：ペリクル分解効果弱い
○：ペリクル分解効果あり
◎：ペリクル分解効果強い（ネガティブコントロールと同程度の着色）。
【０２６５】
　（１０．４．３　牛歯エナメル切片での試験（基本的にＨａｐディスクと同じ））
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０２６６】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０２６７】
　３）牛歯エナメル切片（＃８００程度のサンドペーパーで研磨）を５０ｍｌ容チューブ
に２片ずつ入れる。
【０２６８】
　４）牛歯切片入りチューブに唾液４ｍｌを入れ、切片が浸っていることを確認する。
【０２６９】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０２７０】
　６）あとの操作はＨａｐディスクの場合と同じ。洗浄に用いる生理食塩水や脱色液の量
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は適宜調整し増やす。
【０２７１】
　（１０．５　紅茶変性ペリクル分解効果の評価）
　（１０．５．１　Ｈａｐパウダーでの試験）
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０２７２】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０２７３】
　３）Ｈａｐパウダー１０ｍｇを２ｍｌ容チューブに計りとる。
【０２７４】
　４）Ｈａｐパウダー入りチューブに唾液１ｍｌを添加し、ボルテックス（十分に攪拌）
する。ネガティブコントロールに生理食塩水１ｍｌを添加し、同じようにボルテックスす
る。
【０２７５】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０２７６】
　６）インキュベーターから取り出し、１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を取
り除く。
【０２７７】
　７）生理食塩水２００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分散
させる。
【０２７８】
　８）１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を取り除く。
【０２７９】
　９）紅茶（ティーパック１袋に対し、熱湯１００ｍｌ、５分間抽出後、３７℃程度まで
冷却）１ｍｌをチューブに添加し、タッピングしてパウダーを分散させる。ネガティブコ
ントロールにも同じように紅茶を添加する。
【０２８０】
　１０）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、９のチューブを入れて強めに
振とうしながら、１時間インキュベートする。
【０２８１】
　１１）インキュベーターから取り出し、１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を
取り除く。
【０２８２】
　１２）生理食塩水２００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分
散させる。
【０２８３】
　１３）１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を取り除く。
【０２８４】
　１４）酵素液等、効果を確認したい物質の溶解液をチューブに添加し、３７℃のシェー
キングインキュベーターで２０分間強めに振とうしながらインキュベートする。ポジティ
ブコントロールおよびネガティブコントロールには生理食塩水を添加する。＊乾燥米麹抽
出物Ａ水溶液、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ属由来精製酵素（例；天野エンザイム「プロテア
ーゼＭアマノＳＤ」、キッコーマン「タンナーゼＫＴ０５」）水溶液をいずれもタンパク
質消化力１００Ｕ／ｍｌ、タンナーゼ活性１４．８Ｕ／ｍｌで供した。
【０２８５】
　１５）インキュベーターから取り出し、１３，０００　ｒｐｍ、５分間遠心して、上清
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を取り除く。
【０２８６】
　１６）生理食塩水１００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分
散させる。
【０２８７】
　１７）超音波処理（１５分間）してから、１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清
をタンパク定量する。
【０２８８】
　１８）上清にも色がついており、正常な定量が出来ない可能性もあるので、サンプルブ
ランクもとっておく。上清１０μｌ＋蒸留水２００μｌで９６ウェルプレートで５９５ｎ
ｍ吸光度測定する。
【０２８９】
　１９）（紅茶濃度確認）９６ウェルプレートに上清５０μｌを入れ、さらに蒸留水１２
５μｌを加え、計１５０μｌにする。４２０ｎｍ吸光度測定する。または、４０５、４５
０、４３０ｎｍでも可。
【０２９０】
　２０）（評価基準）検出されたタンパク質の量が多いほどペリクル除去効果が低く、少
ないほど効果が高いと評価した。また、紅茶色素の量は吸光度が高いほど多くすなわち変
性ペリクル分解効果が低い、吸光度が低いほど少なくすなわち変性ペリクル分解効果が高
いと評価した。二つの結果を合せて次のように記号化した。
×：紅茶変性ペリクル分解効果なし（ポジティブコントロールと同程度の着色およびタン
パク質量）
△：紅茶変性ペリクル分解効果弱い
○：紅茶変性ペリクル分解効果あり
◎：紅茶変性ペリクル分解効果強い（ネガティブコントロールと同程度の着色およびタン
パク質量）。
【０２９１】
　（１０．５．２　Ｈａｐディスクでの試験）
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０２９２】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０２９３】
　３）Ｈａｐディスクを、２ｍｌ容チューブに１枚ずつ入れる。
【０２９４】
　４）Ｈａｐディスク入りチューブに唾液１ｍｌを添加し、ネガティブコントロールには
生理食塩水を添加する。
【０２９５】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０２９６】
　６）インキュベーターから取り出し、唾液（または生理食塩水）を取り除く。
【０２９７】
　７）チューブに生理食塩水２００μｌを入れて軽くすすぎ、生理食塩水を除く。同様の
操作をもう一度繰り返す。
【０２９８】
　８）紅茶（ティーパック１袋に対し、熱湯１００ｍｌ、５分間抽出後、３７℃程度まで
冷却）１ｍｌをチューブに添加する。
【０２９９】
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　９）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、８のチューブを入れて強めに振
とうしながら、１時間インキュベートする。
【０３００】
　１０）インキュベーターから取り出し、紅茶液を取り除く。
【０３０１】
　１１）酵素液等、効果を確認したい物質の溶解液をチューブに添加し、３７℃のシェー
キングインキュベーターで２０分間強めに振とうしながらインキュベートする。ポジティ
ブコントロールおよびネガティブコントロールには生理食塩水を添加する。＊乾燥米麹抽
出物Ａ水溶液Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ属由来精製酵素（例；天野エンザイム「プロテアー
ゼＭアマノＳＤ」、キッコーマン「タンナーゼＫＴ０５」）水溶液を、いずれもタンパク
質消化力１００Ｕ／ｍｌ、タンナーゼ活性１４．８Ｕ／ｍｌで供した。
【０３０２】
　１２）インキュベーターから取り出し、酵素液を除去する。
【０３０３】
　１３）生理食塩水２００μｌを添加して、軽くすすぎ、除去する。
【０３０４】
　１４）チューブからディスクを取り出し、デジタルカメラで写真撮影する。その時にＣ
ａｓＭａｔｃｈを写りこませるようにする。
【０３０５】
　１５）（画像処理）写真中のＣａｓＭａｔｃｈを使って補正し、その後Ｌａｂ値を確認
する（Ａｄｏｂｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ使用）。Ｌ値（明るさ）大きいほど明るい。ａ値
（赤→緑の指標）。ｂ値（黄→青の指標）。紅茶染色の場合はａ値が大きく変化すると予
想される。
【０３０６】
　１６）（評価基準）ΔＥを求める。ΔＥが小さいほうが白い状態からの変化が小さい＝
ペリクル除去効果が高いと評価できる。
ΔＥ＝［（ΔＬ＊）２＋（Δａ＊）２＋（Δｂ＊）２］１／２

ここで、ΔＬ＊＝紅茶染色酵素反応後のＬ値－初期（紅茶染色前）Ｌ値　　
Δａ＊、Δｂ＊についても同様に算出する。
ΔＥ値が小さいほど被試験面への紅茶変性タンパク質の付着量が少ない、すなわち紅茶変
性ペリクル分解効果が高いと評価し、結果を次のように記号化した。
×：紅茶変性ペリクル分解効果なし（ポジティブコントロールと同程度の着色）
△：紅茶変性ペリクル分解効果弱い
○：紅茶変性ペリクル分解効果あり
◎：紅茶変性ペリクル分解効果強い（ネガティブコントロールと同程度の着色）
　（１０．５．３　牛歯エナメル切片での試験（基本的にＨａｐディスクと同じ））
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０３０７】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０３０８】
　３）牛歯エナメル切片を５０ｍｌ容チューブに２片ずつ入れる。
【０３０９】
　４）牛歯切片入りチューブに唾液４　ｍｌを入れ、切片が浸っていることを確認する。
【０３１０】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０３１１】
　６）あとの操作はＨａｐディスクの場合と同じ。酵素液の量や洗浄に用いる生理食塩水
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の量は適宜調整し増やす。
【０３１２】
　（１０．６　ペリクルへの紅茶沈着抑制効果の評価）
　（１０．６．１　Ｈａｐパウダーでの試験）
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０３１３】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０３１４】
　３）Ｈａｐパウダー１０ｍｇを２ｍｌ容チューブに計りとる。
【０３１５】
　４）Ｈａｐパウダー入りチューブに唾液１ｍｌを添加し、ボルテックス（十分に攪拌）
する。ネガティブコントロールに生理食塩水１ｍｌを添加し、同じようにボルテックスす
る。
【０３１６】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０３１７】
　６）インキュベーターから取り出し、１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を取
り除く。
【０３１８】
　７）生理食塩水２００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分散
させる。
【０３１９】
　８）１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を取り除く。
【０３２０】
　９）紅茶（ティーパック１袋に対し、熱湯１００ｍｌ、５分間抽出後、３７℃程度まで
冷却）に酵素等、効果を確認したい物質を溶解（分散）させチューブに添加し、３７℃の
シェーキングインキュベーターで１時間強めに振とうしながらインキュベートする。ポジ
ティブコントロール、ネガティブコントロールには紅茶を添加する。＊乾燥米麹抽出物Ａ
水溶液、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ属由来精製酵素（例；天野エンザイム「プロテアーゼＭ
アマノＳＤ」、キッコーマン「タンナーゼＫＴ０５」）水溶液をいずれもタンパク質消化
力１００Ｕ／ｍｌ、タンナーゼ活性１４．８Ｕ／ｍｌで供した。
【０３２１】
　１０）インキュベーターから取り出し、１３，０００　ｒｐｍ、５分間遠心して、紅茶
酵素液を取り除く。
【０３２２】
　１１）生理食塩水２００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分
散させる。
【０３２３】
　１２）１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清を取り除く。
【０３２４】
　１３）生理食塩水１００μｌを添加して、タッピングして生理食塩水中にパウダーを分
散させる。
【０３２５】
　１４）超音波処理（１５分間）してから、１３，０００ｒｐｍ、５分間遠心して、上清
をタンパク定量する。
【０３２６】
　１５）上清にも色がついており、正常な定量が出来ない可能性もあるので、サンプルブ
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ランクもとっておく。上清１０μｌ＋蒸留水２００μｌで９６ウェルプレートで５９５　
ｎｍ吸光度測定する。
【０３２７】
　１６）（紅茶濃度確認）９６ウェルプレートに上清５０μｌを入れ、さらに蒸留水１２
５μｌを加え、計１５０μｌにする。４２０ｎｍ吸光度測定する。または、４０５、４５
０、４３０ｎｍでも可。
【０３２８】
　１７）検出されたタンパク質の量が多いほどペリクル除去効果が低く、少ないほど効果
が高いと評価した。また、紅茶色素の量は吸光度が高いほど多くすなわちペリクルへの紅
茶沈着量が低い、吸光度が低いほど少なくすなわちペリクルへの紅茶沈着抑制効果が高い
と評価した。二つの結果を合せて次のように記号化した：
×：ペリクルへの紅茶沈着抑制効果なし（ポジティブコントロールと同程度の着色とタン
パク質量）
△：ペリクルへの紅茶沈着抑制効果弱い
○：ペリクルへの紅茶沈着抑制効果あり
◎：ペリクルへの紅茶沈着抑制効果強い（ネガティブコントロールと同程度の着色とタン
パク質量）。
【０３２９】
　（１０．６．２　Ｈａｐディスクでの試験）
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０３３０】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０３３１】
　３）Ｈａｐディスクを、２ｍｌ容チューブに１枚ずつ入れる。
【０３３２】
　４）Ｈａｐディスク入りチューブに唾液１ｍｌを添加し、ネガティブコントロールには
生理食塩水を添加する。
【０３３３】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０３３４】
　６）インキュベーターから取り出し、唾液（または生理食塩水）を取り除く。
【０３３５】
　７）チューブに生理食塩水２００μｌを入れて軽くすすぎ、生理食塩水を除く。同様の
操作をもう一度繰り返す。
【０３３６】
　８）紅茶（ティーパック１袋に対し、熱湯１００ｍｌ、５分間抽出後、３７℃程度まで
冷却）に酵素等、効果を確認したい物質を溶解（分散）させチューブに添加し、３７℃の
シェーキングインキュベーターで１時間強めに振とうしながらインキュベートする。ポジ
ティブコントロール、ネガティブコントロールには紅茶を添加する。＊乾燥米麹抽出物Ａ
水溶液、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ属由来精製酵素（例；天野エンザイム「プロテアーゼＭ
アマノＳＤ」、キッコーマン「タンナーゼＫＴ０５」）水溶液をいずれもタンパク質消化
力１００Ｕ／ｍｌ、タンナーゼ活性１４．８Ｕ／ｍｌで供した。
【０３３７】
　９）インキュベーターから取り出し、紅茶酵素液を取り除く。
【０３３８】
　１０）チューブに生理食塩水２００μｌを入れて軽くすすぎ、生理食塩水を除く。同様
の操作をもう一度繰り返す。
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【０３３９】
　１１）チューブからディスクを取り出し、デジタルカメラで写真撮影する。その時にＣ
ａｓＭａｔｃｈを写りこませるようにする。
【０３４０】
　１２）（画像処理）写真中のＣａｓＭａｔｃｈを使って補正し、その後Ｌａｂ値を確認
する（Ａｄｏｂｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ使用）。Ｌ値（明るさ）大きいほど明るい。ａ値
（赤→緑の指標）。ｂ値（黄→青の指標）。紅茶染色の場合はａ値が大きく変化すると予
想される。
【０３４１】
　１３）（評価基準）ΔＥを求める。ΔＥが小さいほうが白い状態からの変化が小さい＝
ペリクルへの紅茶沈着抑制効果が高いと評価できる。
ΔＥ＝［（ΔＬ＊）２＋（Δａ＊）２＋（Δｂ＊）２］１／２

ここで、ΔＬ＊＝紅茶染色酵素反応後のＬ値－初期（紅茶染色前）Ｌ値　
Δａ＊、Δｂ＊についても同様に算出する。
ΔＥ値が小さいほど被試験面への紅茶変性タンパク質の付着量が少ない、すなわちペリク
ルへの紅茶沈着抑制効果が高いと評価し、結果を次のように記号化した。
×：ペリクルへの紅茶沈着抑制効果なし（ポジティブコントロールと同程度の着色）
△：ペリクルへの紅茶沈着抑制効果弱い
○：ペリクルへの紅茶沈着抑制効果あり
◎：ペリクルへの紅茶沈着抑制効果強い（ネガティブコントロールと同程度の着色）。
【０３４２】
　（１０．６．３　牛歯エナメル切片での試験）
　１）唾液採取用チューブ（ＳＡＲＳＴＥＤＴ社製サリベットシリーズ、サリキッズシリ
ーズ、サリソフトシリーズ等が使用できる。ここではサリベット５１．１５３４を使用）
を用いて、唾液を採取する。
【０３４３】
　２）２５００ｒｐｍ、４分間遠心して、チューブに集まった唾液を一度、合一する。
【０３４４】
　３）牛歯エナメル切片を５０ｍｌ容チューブに２片ずつ入れる。
【０３４５】
　４）牛歯切片入りチューブに唾液４ｍｌを入れ、切片が浸っていることを確認する。
【０３４６】
　５）シェーキングインキュベーターを３７℃に加温し、４のチューブを入れて強めに振
とうしながら、一晩（１６時間）インキュベートする。
【０３４７】
　６）あとの操作はＨａｐディスクの場合と同じ。酵素液の量や洗浄に用いる生理食塩水
の量は適宜調整し増やす。
【実施例】
【０３４８】
　（製造実施例１：乾燥米麹抽出物の製造方法）
　市販の米麹（株式会社コーセーフーズ社製商品名甘酒用乾燥米麹）に対してその重量に
対して３倍量の重量のイオン交換水を室温（約２０℃）で混合し、抽出タンク中で２時間
攪拌した。攪拌の際には麹がつぶれないようにゆっくり間欠的に攪拌した。払い出しポン
プおよび分離網を用いて混合物を固液分離し、最終的に６０メッシュの抽出液を得た。こ
の抽出液のＢｒｉｘ糖度を測定したところ、Ｂｒｉｘ５であった。この抽出液の収量は、
使用したイオン交換水の重量の約６５重量％であった。次いで、この抽出液を攪拌タンク
に入れて、原料麹の重量の０．５倍の重量の難消化性デキストリン（松谷化学工業株式会
社製ファイバーソル２）を添加して室温（約２０℃）で混合して溶解させて混合液を得た
。混合液をスプレードライにより乾燥し、シフターにかけることにより、５０メッシュパ
スの乾燥麹抽出物を得た。製造実施例１で製造された乾燥麹抽出物を便宜上Ａと呼ぶ。こ
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【０３４９】
　（製造比較例１：乾燥米麹抽出物の製造方法）
　市販の米麹（株式会社コーセーフーズ社製商品名焼酎用乾燥米麹）を用いたこと以外は
製造実施例１と同じ方法で乾燥米麹抽出物を得た。製造比較例１で製造された乾燥麹抽出
物を便宜上Ｂと呼ぶ。
【０３５０】
　（製造比較例２：乾燥米麹抽出物の製造方法）
　市販の米麹（株式会社コーセーフーズ社製商品名焼酎用乾燥米麹）を用いたこと以外は
製造実施例１と同じ方法で乾燥米麹抽出物を得た。製造比較例２で製造された乾燥麹抽出
物をＣと呼ぶ。
【０３５１】
　（製造比較例３：乾燥米麹抽出物の製造方法）
　市販の米麹（株式会社コーセーフーズ社製商品名焼酎用乾燥米麹）を用いたこと以外は
製造実施例１と同じ方法で乾燥米麹抽出物を得た。製造比較例３で製造された乾燥麹抽出
物を便宜上Ｄと呼ぶ。
【０３５２】
　（製造比較例４：米麹凍結粉砕パウダー）
　製造実施例１で使用したのと同じ市販の米麹（株式会社コーセーフーズ社製商品名甘酒
用乾燥米麹）を凍結乾燥した後粉砕することにより米麹凍結粉砕パウダーを得た。
【０３５３】
　（製造実施例１などで製造された乾燥米麹抽出物の成分分析値）
　製造実施例１および製造比較例１～４で製造された乾燥米麹抽出物の成分を分析した。
結果を以下の表３に示す。
【０３５４】
【表３】

【０３５５】
　（測定例１：製造実施例１で製造した乾燥米麹抽出物および他のパウダーの各種酵素活
性の測定）
　製造実施例１に記載の方法に従って作製した乾燥米麹抽出物、製造比較例１～３に記載
の方法に従って作製した乾燥米麹抽出物、製造比較例４に記載の方法に従って作製した米
麹凍結粉砕パウダーおよび市販のタンナーゼ（キッコーマン製、タンナーゼＫＴ０５（食
添））の各種酵素活性を、本願明細書の「１０．測定方法」中に記載の方法に従って測定
した。結果を以下の表４および表５に示す。
【０３５６】
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【表４】

【０３５７】
【表５】

【０３５８】
　この結果、本発明の乾燥米麹抽出物は、非常に高いタンナーゼ活性および酸性プロテア
ーゼ活性を有することが確認された。
【０３５９】
　（測定例２：ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの米麹の効果（ＨａｐパウダーおよびＨａｐディスク
））
　製造例１において作製した乾燥米麹抽出物Ａ（米麹水抽出物の凍結粉砕品；酸性プロテ
アーゼ　５５４７Ｕ／ｇ、α－アミラーゼ　６０６Ｕ／ｇ、グルコアミラーゼ１４７Ｕ／
ｇ、タンナーゼ　１４３０Ｕ／ｇ）を使用して、本明細書中の「１０．４．ペリクル分解
効果の評価」に従ってペリクル分解効果検証試験を行った。
【０３６０】
　ハイドロキシアパタイト（Ｈａｐ）パウダーおよびＨａｐ焼成ディスクを一晩（１６時
間）唾液中で振とうし、その後、以下の３種の液に浸漬して、３７℃で２０分間振とうし
た。Ｈａｐパウダーに残存したタンパク質を物理的に落としてその量を定量した。Ｈａｐ
ディスクはタンパク質をＣＢＢで染色してからデジタルカメラで撮影し、画像解析を行い
、白色化を評価した。
【０３６１】
　＜試験液＞
　試験液として以下のものを用いた：
　（１）生理食塩水（ＰＢＳ）、（２）乾燥米麹抽出物Ａ液（プロテアーゼ濃度１００Ｕ
／ｍｌ）、（３）アクチニジン液（プロテアーゼ濃度１００Ｕ／ｍｌ）。なお、ネガティ
ブコントロールとして唾液ではなく生理食塩水に浸漬した後タンパク質付着量を測定し、
その付着量を各実験でのタンパク質付着量から差し引いた。結果を以下の表６及び図２に
示す。その結果、乾燥米麹抽出物Ａ液で処理したときに最もペリクルが除去できた。
【０３６２】
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【表６】

【０３６３】
　Ｈａｐディスクを用いた場合のインビトロでの乾燥米麹抽出物Ａの効果についての結果
を図３に示す。この結果、ＰＢＳを使用した場合に最もタンパク質付着量が多く、乾燥米
麹抽出物Ａを用いた場合に最もタンパク質付着量が少ないことが確認された。
【０３６４】
　（実施例１Ａ：ペリクル分解効果の確認）
　ハイドロキシアパタイトパウダーを用いて、本明細書中の「１０．４　ペリクル分解効
果の評価」に基づいてペリクル分解効果を確認するための実験を行った。
【０３６５】
　結果を以下の表７Ａ及び図４に示す。図４は、ハイドロキシアパタイトパウダーを用い
て検証した結果を示す。
【０３６６】
【表７Ａ】

【０３６７】
　この結果、本発明の製造実施例の乾燥麹抽出物が顕著なペリクル分解効果を有すること
が確認された。このペリクル分解効果は、プロテアーゼ活性が同じ精製された市販のプロ
テアーゼよりも優れている。
【０３６８】
　（実施例１Ｂ：ペリクル分解効果の確認）
　牛歯エナメル切片を用いて、本明細書中の「１０．４　ペリクル分解効果の評価」に基
づいてペリクル分解効果を確認するための実験を行う。
【０３６９】
　結果を以下の表７Ｂに示す。
【０３７０】
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【表７Ｂ】

【０３７１】
　この結果、本発明の製造実施例の乾燥麹抽出物が顕著なペリクル分解効果を有すること
が確認される。
【０３７２】
　（実施例２：紅茶変性ペリクル分解効果についての確認）
　ハイドロキシアパタイトパウダーおよび牛歯エナメル切片を用いて、本明細書中の「１
０．５　紅茶変性ペリクル分解効果の評価」に基づいてペリクル分解効果を確認するため
の実験を行う。
【０３７３】
　結果を以下の表８に示す：
【０３７４】

【表８】

【０３７５】
　この結果、本発明の乾燥麹抽出物が優れた紅茶沈着抑制効果を発揮することが確認され
る。この紅茶変性ペリクル分解効果は、プロテアーゼ活性およびタンナーゼ活性が同じ、
精製された市販のプロテアーゼとタンナーゼとの組み合わせよりも優れている。
【０３７６】
　（実施例３：紅茶沈着抑制効果についての確認）
　ハイドロキシアパタイトパウダーおよび牛歯エナメル切片を用いて、本明細書中の「１
０．５　ペリクルへの紅茶沈着抑制効果の評価」に基づいて紅茶沈着抑制効果を確認する
ための実験を行う。
【０３７７】
　結果を以下の表９に示す：
【０３７８】
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【表９】

【０３７９】
　この結果、本発明の乾燥麹抽出物が優れた紅茶沈着抑制効果を発揮することが確認され
る。この紅茶沈着抑制効果は、プロテアーゼ活性およびタンナーゼ活性が同じ、精製され
た市販のプロテアーゼとタンナーゼとの組み合わせよりも優れている。
【０３８０】
　（実施例４：乾燥米麹抽出物を含むガムの製造）
　ガムベース２５重量部、パラチノース７２重量部、還元みずあめ２重量部および製造実
施例１で製造した乾燥米麹抽出物Ａの１重量部を混練した後、成型し板ガムを調製した。
得られた板ガムの重量は２．０ｇであった。この板ガムの齲蝕性糖類の含量は０．１５重
量％であり、非齲蝕性糖類の含量は７４．８重量％であった。
【０３８１】
　コントロールとして、製造実施例１の乾燥米麹抽出物Ａの代わりに製造比較例１～４の
いずれかで製造した乾燥米麹抽出物を使用した板ガムも調製した。
【０３８２】
　（実施例５：乾燥米麹抽出物を含むタブレットの製造）
　還元パラチノース９９重量部および製造実施例１で製造した乾燥米麹抽出物Ａの１重量
部を混合した後、直径１３ｍｍの円形の打錠型を用い、吸い込み深度１２ｍｍ、中心部打
錠圧２ｔの条件でこの混合物を打錠した。得られた打錠品（すなわち、タブレット）１粒
の重量は１．０ｇであった。このタブレットの齲蝕性糖類の含量は０．１５重量％であり
、非齲蝕性糖類の含量は９９．８重量％であった。
【０３８３】
　コントロールとして、製造実施例１の乾燥米麹抽出物Ａの代わりに製造比較例１～４の
いずれかで製造した乾燥米麹抽出物を使用したタブレットも調製した。
【０３８４】
　（実施例６：乾燥米麹抽出物の嗜好面での優位性の確認）
　５名のパネラーに、実施例４または５で製造した乾燥米麹抽出物Ａ１％配合ガム、タブ
レットおよび米麹凍結粉砕パウダー１％配合ガム、タブレットについて、試食させ、嗜好
面での評価を行う。評価基準は下記のとおり設定し、５名の平均を示す。結果を以下の表
１０に示す。
【０３８５】
　◎…麹・デンプンの味は全くしない
　○…麹・デンプンの味が少しする
　△…麹・デンプンの味がかなりする
　×…麹・デンプンの味しかしない
【０３８６】
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【表１０】

【０３８７】
　（実施例７：乾燥米麹抽出物の使用感での優位性の確認）
　５名のパネラーに、実施例４または５で製造した乾燥米麹抽出物１％配合ガム、タブレ
ットおよび米麹凍結粉砕パウダー１％配合ガム、タブレットについて、試食させ、使用感
の面での評価を行う。評価基準は下記のとおり設定し、５名の平均を示す。結果を以下の
表１１に示す。
【０３８８】
　◎…不快なざらつき・ねばつきは全くない
　○…不快なざらつき・ねばつきが少しある
　△…不快なざらつき・ねばつきがかなりある
　×…ざらつき・ねばつきがひどくて食べられない
【０３８９】

【表１１】

【０３９０】
　（実施例８：乾燥米麹抽出物による歯の白色化効果についてヒトの体感の確認）
　５名の被験者に、実施例４または５で製造した乾燥米麹抽出物１％配合ガムまたは乾燥
米麹抽出物非配合ガムを朝、昼、夜の毎食後、２粒２０分間摂取させるのを１０日間継続
する。また、この期間中、紅茶を１日３回摂取させる。終了後に継続摂取前と比較した時
の自身の歯の色の変化について下記の基準で評価させ、５名の平均を示す。結果を以下の
表１２に示す。
【０３９１】
　◎…継続摂取前よりも明らかに白くなったと感じる
　○…継続摂取前よりもすこし白くなったと感じる
　△…継続摂取前とほとんど変わらないと感じる
　×…継続摂取前より白さが失われたと感じる
【０３９２】
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【表１２】

【０３９３】
　（実施例９：乾燥米麹抽出物による歯の白色化効果についてヒト口腔内写真による確認
）
　５名の被験者に、実施例４または５で製造した乾燥米麹抽出物１％配合ガムまたは乾燥
米麹抽出物非配合ガムを朝、昼、夜の毎食後、２粒２０分間摂取させ、これを１０日間継
続する。また、この期間中、紅茶を１日３回摂取させる。継続摂取の前後で口腔内の写真
を撮影し、歯の色調をＡｄｏｂｅ　ＰｈｏｔｏｓｈｏｐによりＬａｂ表色系で評価する。
ΔＥを下記の式により算出する。
ΔＥ＝［（ΔＬ＊）２＋（Δａ＊）２＋（Δｂ＊）２］１／２

このときΔＬ＊＝（１０日間継続摂取後Ｌ値）－（継続摂取前Ｌ値）
Δａ＊およびΔｂ＊についても同様に算出する。期間中、ΔＥは紅茶の継続摂取のために
上昇するが、被験食に白色化効果があれば、上昇度合いは小さくなると予想される。ΔＥ
の値から、下記の段階に評価を分類する。結果を以下の表１３に示す。
【０３９４】
　◎…ΔＥ＜０．１
　○…０．１≦ΔＥ＜１
　△…１≦ΔＥ＜１０
　×…１０≦ΔＥ
【０３９５】
【表１３】

【０３９６】
　（実施例１０：舌苔除去効果および口臭抑制効果の測定）
　実施例４または５で製造した乾燥米麹抽出物１％配合タブレットまたは乾燥米麹抽出物
非配合タブレットの舌苔除去効果を、舌苔除去を必要とする以外は健康な被験者５名につ
いて、以下の方法で評価する：
　（１）まず、対象者の舌背を写真撮影し、視診によって舌苔評点を評価する：
　（ｉ）写真撮影方法
　リングフラッシュ（１４ＲＤＸ、ＹＵＺＯ社）を装着したデジタルカメラ（ＦｉｎｅＰ
ｉｘ　Ｓ６０２、フジフィルム社）を用いて対象者の舌背を撮影する。この方法では、影
のない写真が撮影される。被写体の横に色調補正用カラーチャート（ＣａｓＭａｔｃｈ、
大日本印刷社）を並べて撮影し、これを用いて写真の輝度を補正する。
【０３９７】
　（ｉｉ）視診による評価方法
　視診による舌苔量の評価は、森谷ら（森谷俊樹、岸光男、相澤文恵他著「舌苔スコアに
よる口臭スクリーニングの有効性に関する研究」，口腔衛生会誌５２：１２－２１，２０



(47) JP 2011-162491 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

０２）に記載の方法に舌苔の厚みを加味して行う。すなわち、写真撮影した舌背を４つの
エリアに分割し、各エリアの舌苔付着量を（舌苔付着面積評点）×（舌苔厚さ評点）とし
て評価し、これらの合計を舌苔評点とすることにより行う。評価は、３名の評価者の平均
値である。舌苔付着面積評点および舌苔厚さ評点は、ともに０～３の４段階とする。
【０３９８】
　１）舌背を４つのエリアに分割する；
　２）各エリアに付着した舌苔の面積と厚さより舌苔の付着量を評価する
　　　舌苔の付着量＝（舌苔付着面積評点）×（舌苔厚さ評点）；
　３）各エリアの評点の合計を舌苔評点とする。
【０３９９】
　舌苔付着面積評点の基準は、以下の通りである：
【０４００】
【表１４】

【０４０１】
　舌苔厚さ評点の基準は、以下の通りである：
【０４０２】
【表１５】

【０４０３】
　（２）被験者に上記タブレット１粒を噛み砕かずかつ嚥下しないように舐めさせる。そ
の結果、舐めるのに約７分間かかる。
【０４０４】
　（３）なめ終わった後、直ちに（１）と同様の方法で舌背の写真を撮影し、視診により
舌苔評点を評価する。
【０４０５】
　（４）各被験者について（１）および（３）の舌苔評点を比較する。舌苔除去効果につ
いての結果を以下の表１６に示す。
【０４０６】
　さらに、舌苔除去効果の評価の際に、口臭除去効果についても、以下の方法で測定する
。揮発性硫化物（ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｓｕｌｆｕｒ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ；ＶＳＣ）とし
て、Ｈ２ＳおよびＣＨ３ＳＨに着目した。Ｈ２ＳおよびＣＨ３ＳＨは、口臭に対する寄与
度が高いからである。
【０４０７】
　詳細には、タブレットを摂取する前、タブレット１粒を噛み砕かずかつ嚥下しないよう
に舐めさせた（その結果、舐めるのに約７分間かかる）後、２０分後およびその後さらに
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ーラルクロマ（アビリット社）を使用してＨ２ＳおよびＣＨ３ＳＨの濃度を測定する。対
象者に、１回の深呼吸後、１０ｍｌシリンジを口気が漏れない様くわえたまま、３０秒間
安静に鼻呼吸する様に指示する。その後１０ｍｌの口気を採取し、そのうちの５ｍｌをオ
ーラルクロマ（アビリット社）に注入する。オーラルクロマに接続したパーソナルコンピ
ューターの専用解析ソフトにより、口気１０ｍｌ中の重量（ｎｇ／１０ｍｌ）としてＨ２

ＳおよびＣＨ３ＳＨの濃度を算出する。この評価を、舌苔除去を必要とする以外は健康な
被験者５名について行う。口臭抑制効果についての結果を以下の表１７に示す。
【０４０８】
【表１６】

【０４０９】
【表１７】

【０４１０】
　この結果、本発明の乾燥米麹抽出物が、ステイン予防効果および除去効果だけでなく、
舌苔除去効果および口臭抑制効果も有することが確認される。
【０４１１】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および
文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細
書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【０４１２】
　本発明の食品および口腔用組成物は、歯の着色汚れの除去と沈着予防とに役立つ。本発
明の食品および口腔用組成物は、齲蝕性の糖類の含有量が極めて低いので、使用すること
によって口腔内の齲蝕に悪影響を及ぼすことがないかまたはほとんど及ぼさない。
【０４１３】
　本発明の乾燥麹抽出物は、精製した酵素の複数の組み合わせよりも安価であり、かつ容
易に調製される。
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