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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め帯状、柱状、板状、パイプ状、糸状または球状に加工成形されたアルギン酸カルシ
ウムにより構成される食品ゲルを、；別に用意したゲランガム、ガラクトマンナン、グル
コマンナン、キシログルカン、寒天、及びキサンタンガムのうちの1以上の成分により構
成されるゲル化剤を含む溶液または分散液中で、以下(a1)及び(a2)に示す条件で混合し、
；その後に当該ゲル化剤をゲル化し、さらに以下(b)に示す乾燥処理を乾燥物が得られる
まで行うことを特徴とする、以下(c)に示す特性が向上した乾燥食品の製造法。
　(a1) 前記ゲル化剤を、前記食品ゲルに対して0.16～25の間となる重量比（乾燥重量あ
たり）で混合する条件。
　(a2) 前記食品ゲルの成形された形状が保持される条件。
　(b) 加熱乾燥、減圧乾燥、または凍結乾燥。
　(c) 食感を咀嚼中に長時間残存させ、嚥下までの時間を長くする特性。
【請求項２】
　前記ゲル化剤が、寒天により構成されるゲル化剤である、請求項1に記載の食品の製造
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、咀嚼・口内滞留特性が向上した食品の製造法に関し、詳しくは破砕された食
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品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルを含む、咀嚼・口内滞留特性が
向上した食品を提供するための技術、特に、過剰なカロリー摂取や虫歯の進行を抑制しつ
つ、空腹時の食欲や口寂しさを低減するための食品、或いは口内での味覚刺激、物理的刺
激等を高度化することや、食物繊維を供給することにより、新たな付加価値が付与された
食品を提供するための技術に関する。
　本食品は、食物繊維を効率的に供給すること、あるいは日々の食生活において咀嚼・口
内滞留特性を向上することにより生じる、咀嚼・口内滞留時間の延長やその他の多様なメ
リットを表現することを可能とする、新食品としての役割を果たす。
【背景技術】
【０００２】
　過食や偏食等による食生活の乱れにより、肥満等の生活習慣病患者が増加しており、メ
タボリック・シンドローム抑制のためにも、食生活を正しく制御するための手法開発は急
務となっている。
　しかしながら、現代社会における生活パターンを変えずに極端な食生活制限や管理のみ
を行う場合には、過度のストレスを伴い、リバウンドによる状況悪化に繋がることも少な
くない。
【０００３】
　このようななかで、無理の少ない形で食生活を制御・改善するための方法が求められて
いる。特に、空腹感に駆られて過食に陥ったり、口寂しさからカロリー摂取量が多くなっ
たり、短時間で食事をかき込んで食べたりする状況に対して、これらの問題を低減する技
術開発が必要となる。
　また、口内での食表現を高度化して食品に付加価値を付与する際には、口内での味覚刺
激や物理的刺激に働きかけることが有効である。
　これまでに、層状構造により途中で味の変わる飴や、食品ゲル粒子が包埋された菓子、
重曹が弾ける菓子、小麦由来タンパク質によるガム状可食物など、多くの商品が開発され
ている。
　また、口内における食品機能性に関しては、十分程度の咀嚼により歯の再石灰化を誘導
する食品等が知られている。
【０００４】
　しかしながら、このようなメリットを、咀嚼・口内滞留時間が長いノンカロリー食品あ
るいは低カロリー食品により提供する方法については、ガム以外には開発されていない。
ガムは、歯への粘着性により差し歯をもつ者等には使いにくいことや、残存する食べカス
を出す必要があることが問題となることから、可食性を示しつつ口内滞留時間が確保でき
るようなカロリー制御食品の開発が期待されている。そのためには、咀嚼・口内滞留特性
を向上させることが重要である。
【０００５】
　咀嚼・口内滞留特性の中で、咀嚼による食品の崩壊挙動は、口内滞留時間を決定する重
要因子である。口内での崩壊を遅らせるためには、食品全体を固くして崩壊を遅らせるこ
とが重要であるが、弾力性に富む壊れにくい食品のみならず、微小粒子を含む食品または
繊維質の残存感が高い食品は、違和感が持続する結果、嚥下までの時間が長くなることが
期待される。
　特に、口中で捕捉が困難な微粒子や適度に繊維感を残す不溶性食物繊維、固くゲル化し
た食物繊維などは、臼歯などですり潰されて質感が消えるまでに長時間を有すると考えら
れており、これを多く含む食事は、咀嚼・口内滞留特性が向上する結果、咀嚼・口内滞留
時間の延長を通じて摂食活動を改善し、肥満者等に対する健康管理に適していると期待さ
れている。
　また、咀嚼により、脳機能の向上や唾液の分泌による口中衛生向上等の効果が期待され
ており、新たな機能性食品となることが期待される。
【０００６】
　しかしながら、食物繊維を強化して質感を増すための食品は提供されているものの、咀
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嚼・口内滞留特性を改善する食品、特にカロリーが低い食品の製造法は開発されていない
。
　口内滞留特性を制御するための食品開発については、適度な咀嚼感を有するシート状の
可食性成形物の開発（例えば、特許文献１参照）、健康の維持や増進又は回復に役立つ機
能性咀嚼食品の開発（例えば、特許文献２参照）などが知られている。
【０００７】
　しかしながら、これらの技術は、咀嚼時に繊維質や微小粒子を残して咀嚼継続を促すも
のではなく、ゲルや結合剤作用の崩壊に伴い、容易に咀嚼が完了してしまう。
　特許文献１においては、チューインガムの様な咀嚼性を持たせる場合にも言及している
が、同発明の目的は、「口腔内において容易に溶解し、かつ適度の咀嚼感を有するシート
状の可食性成成形物及びその製造法を提供する」ことであり、咀嚼時間の長期化は意図し
ていない。また、同発明で賦形剤として用いた結晶セルロースは、賦形以外の役割を意図
しておらず、繊維質としての口中残存性を期待するものとは考えられない。
　特許文献２は、小麦グルテン、グリアジン分画物等を用いてグミ菓子よりも弾力性・集
合性の高い咀嚼食品を提供する手法であり、繊維質の口中残存を期待するものではない。
【０００８】
　一方、微粒子と咀嚼時間の関係については、神山らによりアーモンドの形状と咀嚼時間
に関する研究の中で、細片化したアーモンドで咀嚼時間が長くなることが報告されている
（例えば、非特許文献１参照）。
　しかしながら、本研究は、高齢者・嚥下困難者等に対して噛みやすい食品を提供するた
めの食品物性研究として行われたものである。肥満等の生活習慣病患者の増加を抑えるた
めに微小粒子の食品素材を意図的に食品に添加し、健康的な食生活を助けるという考え方
は存在しなかった。食品高分子ゲルの粒子を調製し、それを意図的に混入することにより
、咀嚼時間を長くするという概念や方法、さらには、それをノンカロリー食品として製造
するという考え方は、これまでに存在していない。
【０００９】
【特許文献１】特開平10-179045号公報
【特許文献２】特開2006-109751号公報
【非特許文献１】食総研報、69, pp.13-17, 2005.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記従来の課題を解決し、破砕された食品素材またはその加工残さ、あるい
は成形された食品ゲルを含む、咀嚼・口内滞留特性が向上した食品を提供するための技術
、特に、過剰なカロリー摂取や虫歯の進行を抑制しつつ、空腹時の食欲や口寂しさを低減
するための食品、あるいは口内での味覚刺激、物理的刺激等を高度化することや、食物繊
維を供給することにより、新たな付加価値が付与された食品を提供することを目的とする
。
　本発明は、食物繊維を効率的に供給すること、あるいは日々の食生活において咀嚼・口
内滞留特性を向上することにより生じる、咀嚼・口内滞留時間の延長やその他の多様なメ
リットを表現することを可能とする、新食品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】
【００１１】
　本発明者らは、上記の問題を解決すべく鋭意努力を重ねた結果、破砕された食品素材ま
たはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルを含む食品およびその製造法などを開発
し、本発明に至った。
　本発明は、咀嚼時に繊維質や微小粒子を残して咀嚼継続を促すことにより、意図的に咀
嚼時間を長くするという考え方に基づいている。また、通常の食生活における食事に対し
て微粒子を添加したものを用意することにより、殆どストレスのない状態で、食事摂食様
式の管理・指導を行うことを新たに提案するという考え方に基づいている。
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　さらに、先述したとおり、食物繊維は、咀嚼時間を長くし、便のかさを増し便通を促進
するなどの役割を担うことが知られている。食物繊維は、主に穀物、野菜や果物などの植
物系食品から供給されている。
　しかしながら、現代社会における食生活の乱れにより、植物系食品からの十分な食物繊
維の摂取量が確保されていないことが懸念される。食物繊維を手軽に摂取できる食品の開
発が求められている。
　本発明は、このような要求に応えたものである。
【００１２】
　〔請求項１〕に係る発明は、予め帯状、柱状、板状、パイプ状、糸状または球状に加工
成形されたアルギン酸カルシウムにより構成される食品ゲルを、；別に用意したゲランガ
ム、ガラクトマンナン、グルコマンナン、キシログルカン、寒天、及びキサンタンガムの
うちの1以上の成分により構成されるゲル化剤を含む溶液または分散液中で、以下(a1)及
び(a2)に示す条件で混合し、；その後に当該ゲル化剤をゲル化し、さらに以下(b)に示す
乾燥処理を乾燥物が得られるまで行うことを特徴とする、以下(c)に示す特性が向上した
乾燥食品の製造法を提供するものである。
　(a1) 前記ゲル化剤を、前記食品ゲルに対して0.16～25の間となる重量比（乾燥重量あ
たり）で混合する条件。
　(a2) 前記食品ゲルの成形された形状が保持される条件。
　(b) 加熱乾燥、減圧乾燥、または凍結乾燥。
　(c) 食感を咀嚼中に長時間残存させ、嚥下までの時間を長くする特性。
　〔請求項２〕に係る発明は、前記ゲル化剤が、寒天により構成されるゲル化剤である、
請求項1に記載の食品の製造法を提供するものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、現代社会における生活パターンを極端に変えずに、無理の少ない形で食生活
を制御・改善するための食品の開発につながる。特に、空腹感に駆られて過食に陥ったり
、口寂しさからカロリー摂取量が多くなったりする状況に対して、これらの問題を低減す
るための技術開発が可能となる。
　また、咀嚼・口内滞留特性を向上することにより、咀嚼回数を増して脳機能を活性化す
る食品、唾液の分泌を促して口中衛生に寄与する食品、消化管の活動を活性化する食品等
としての応用が期待される。
　また、本発明により、食物繊維を含む食品や、口内での食表現を高度化して食品に付加
価値を付与するための、可食性で咀嚼・口内滞留特性が改良されたノンカロリー食品、低
カロリー食品などを提供することができる。
　本発明によれば、咀嚼・口内滞留特性が向上した食品、つまり食感を咀嚼中に長時間残
存させ、嚥下までの時間を長くする特性を持った食品を提供することができる。
　これらのことにより、生活習慣病や食物繊維不足等の問題を解消しつつ、手軽に楽しく
摂取できるような高付加価値食品の開発が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下において、本発明を説明する。
　本発明は、破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルを、
まだ成形していないゲル化剤、つまりゲランガム、ガラクトマンナン、グルコマンナン、
キシログルカン、寒天、キサンタンガム、ゼラチン、アルギン酸のうち、少なくともいず
れかの一つ以上の成分またはその塩より構成される物質とともに、その物質を含む溶液ま
たは分散液中で混合し、その後に後者の物質をゲル化し、さらに乾燥を行うという一連の
工程を含む、食品の製造法、並びにこれにより製造された、咀嚼・口内滞留特性が向上し
た食品を提供するものである。
【００１５】
　加工食品を製造する際に、食塊全体を固くしてその崩壊を遅らせることにより、食品の
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咀嚼・口内滞留時間を増すという概念は既に存在している。
　しかしながら、食品全体を固くするのではなく、破砕された食品素材またはその加工残
さ、あるいは成形された食品ゲルを、別に用意したゲル化剤と混合して、ゲル化させた後
に乾燥することにより、咀嚼・口内滞留特性を向上するための新食品を製造するという考
え方は、これまでに存在しない。
【００１６】
　また、フスマ入りパンのように、食品に対して、繊維質の多い食品素材や食品を混合し
て調理・加工を行うことにより、咀嚼を促すような試みは活発に行われている。
　しかしながら、本発明では、食物繊維等の食品素材の混合による味質や食感の低下を抑
え、嗜好性を向上するために、ゲル化剤によって食物繊維分の相互作用を制御し、さらに
乾燥工程を加えることによって、個性的で良質な食感をもつ新食品を製造することを特徴
としている。
　破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルを、別に用意し
たゲル化剤と混合して、ゲル化させた後に乾燥した食品は、口中で存在が認識されやすい
上、異物感が除かれにくく、その解消までの時間が長くなると期待される。
【００１７】
　本発明の、破砕された食品素材またはその加工残さとは、主に、不溶性食物繊維を含む
ものや、果物、野菜、豆類、藻類、キノコ類を含むものなどが考えられる。
　特に破砕された食品素材としては、果物、野菜、豆類、藻類、キノコ類のうち、少なく
とも一つを含むものが好ましい。また、加工残さとしては、おから（豆腐絞りかす）；リ
ンゴジュースなどの果汁絞りかす；砂糖絞りかす；食品色素絞りかす（芋、シソなどから
の色素抽出残さ）；芋澱粉などの澱粉絞りかす；焼酎の絞りかすなどの発酵残さのうち、
少なくとも一つを含むものが好ましい。
　不溶性の食物繊維を含む食品素材としては、例えば、ナタデココ、微結晶セルロース、
キチンなどを含むものが挙げられる。シロップ漬けになった状態で市販されているナタデ
ココについては、機械的に破砕してパルプ状にした後、脱シロップのための洗浄を行うこ
とができる。
　果物、野菜、豆類、藻類、キノコ類を含む食品素材については、不溶性の繊維質を含む
ものが望ましい。これらの素材を適宜、水洗、蒸煮、剥皮等の処理を行った後、可食部を
破砕したものを食品素材として用いることが望ましい。このようなものとしては、例えば
、ジューサーミキサー処理したピューレ状の果物や野菜、煮豆の粉砕物、海藻やキノコの
粉砕物などが挙げられる。
　これらの食品素材については、適宜、破砕後に洗浄や加工処理等を行い、本発明による
食品の味質やカロリー等を制御することができる。特に、繊維質感の残存度合いにより、
食品自体の噛み応えが異なることから、咀嚼・口内滞留特性を制御する際には重要である
。
　例えば、生鮮食品であるナシの果肉をジューサーミキサーで破砕したピューレ状の素材
を、予め高温で溶解させた寒天と混合した後に凍結乾燥することによって、モチモチした
食感を有し噛みごたえが大きい食品を作ることができる。
【００１８】
　また、本発明の、予め帯状、柱状、板状、パイプ状、糸状または球状に加工成形された
食品ゲルとしては、ゲランガム、ガラクトマンナン、グルコマンナン、キシログルカン、
寒天、キサンタンガム、ゼラチン、アルギン酸のうち、少なくともいずれかの一つ以上の
成分またはその塩を含む食品ゲルが挙げられる。
　本発明においては、このように予め帯状、柱状、板状、パイプ状、糸状または球状に加
工成形された食品ゲルを、別に用意した、まだ成形していないゲル化剤、つまりゲランガ
ム、ガラクトマンナン、グルコマンナン、キシログルカン、寒天、キサンタンガム、ゼラ
チン、アルギン酸のうち、少なくともいずれかの一つ以上の成分またはその塩より構成さ
れる物質と混合した後に、後者のゲル化剤をゲル化させて、乾燥するというプロセスを行
う。このようにして、咀嚼・口内滞留特性が向上した新食品を製造することができる。
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【００１９】
　本発明者は、成形した食品ゲルが、乾燥により固い繊維となり、繊維質感を伴う独特の
食感を示すことを見出した。
　また、ゲル化の際、またはゲル化された繊維を加工成形する際には、帯状、柱状、板状
、パイプ状、糸状または球状に加工することにより、様々な個性的食感を表現することが
できる。食物繊維のゲル化に際しては、食感やその他の特性を変える様々な成分を添加し
たり、直径数ミリ程度のチューブ状構造物を積層した構造を形成したりするなど、食味や
食感を個性化・高度化することが可能である。
　咀嚼・口内滞留特性を改良する目的で加工成型された球状物を用いる際の粒子の大きさ
は、長軸で粒径5mm以下0.04mm以上、望ましくは4mm以下0.5mm以上の粒子を主構成成分と
したものが高い有効性を発揮する。粒径が大きすぎると、崩壊しやすくなるとともに、一
口サイズの食品中の粒子の個数が少なくなる。また、粒子サイズが0.04ｍｍ（40μm）よ
り小さくなると、ヒトの口中で異物として感じにくくなり、口内滞留への効果が発現され
なくなる。粒子サイズが小さい場合には、歯ぐきや歯間に付着・残存し、不快感や不潔感
を示す場合があるので、粒子サイズの設計や付着性の制御には注意が必要である。
【００２０】
　このように、破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルを
乾燥させたものは、特徴的な質感を有し、咀嚼・口内滞留特性を向上する際に有効な素材
である。
　しかしながら、破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲル
のみを、凝集または乾燥させた場合には、繊維が固くなりすぎて、セルロース、キチンや
果物などから得られた食品素材の場合には、紙質感が強すぎる、または、食品ゲルの場合
は崩壊が早すぎるなどの望ましくない現象が観察されることが問題となる。
　その問題を解決するためには、繊維の崩壊速度を制御し、不快感を低減するための技術
開発が必要となる。
【００２１】
　そこで、本発明では、より可食性や質感が良好な食品の開発のために鋭意検討を行った
結果、破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルの崩壊速度
を制御するためには、食品高分子を用いて相互作用を制御し、凝集の程度を適度に制御す
る方法が有効であることを見出した。
　例えば、多くの食物繊維の主成分であるセルロース繊維は、乾燥により凝集して紙質感
の強いシートとなる。セルロース単独で紙質感の強いシートを作ると、咀嚼しても十分に
崩壊せずに、ちり紙を噛んでいるような食感に対する違和感から嚥下が困難となる。その
場合には、食物繊維同士の相互作用を適度に制御するための成分を加えることにより、そ
の崩壊性を適度に向上させることが可能となる。
【００２２】
　本発明では、そのような場合に、ゲル化剤として知られる食品高分子を用いることが有
効であることを見出した。
　食物繊維同士の相互作用を適度に制御するための食品高分子としては、例えば、ゲラン
ガム、ガラクトマンナン、グルコマンナン、キシログルカン、寒天、キサンタンガム、ゼ
ラチン、アルギン酸のうち、少なくともいずれかの一つ以上の成分またはその塩より構成
されることが望ましい。
【００２３】
　この場合のゲル化剤の添加量としては、食物繊維を主成分とした不溶性の食品素材の増
粘安定剤または澱粉量に対する比率（乾燥重量あたり）が、0.16から25の間、望ましくは
、0.32から12.5の間とすべきである。
　増粘安定剤または澱粉のもつ影響の正負や強弱は、効果を期待する食品のもつ特性等に
よって異なる。
　例えば、ナタデココセルロース同士の相互作用による紙質化に対しては、ゲランガム、
グルコマンナン、ガラクトマンナンや寒天は弱める方向に働く。ゲル化剤のうちの複数成
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分を利用して、複雑かつ個性的な特性を出す場合には、それぞれの成分について、上記の
重量比（乾燥重量あたり）の範囲内にすべきである。高濃度のゲル化剤は、溶解あるいは
分散させる際に、粘性が上がりハンドリングに支障が生じることとなるほか、ゲルが脆く
なり食感が低下したりする。
【００２４】
　また、ゲル化剤を含むものを乾燥食品とした場合には、咀嚼初期の吸湿が激しく、口内
上部などに付着して剥がれないことがある。この現象は、窒息事故や不快感のもととなる
ことが予想されるので、ゲル化剤の選択や濃度範囲の設定には注意が必要であるとともに
、成形の際に穴をあけるなどして通気性を確保することも有効である。
【００２５】
　一旦、ゲル化剤を加熱等によって水に溶解または高度に分散させ、食物繊維を主成分と
する不溶性の食品素材と混合した後に、冷却などの既知の方法により全体をゲル化させる
ことにより、均一性が高い状態で不溶性の食品素材を分散・保持することができる。
【００２６】
　ナタデココを例とした場合、製造時にナタデココはゲル化しており、十分に分散しにく
いことから、適宜、乾燥前あるいは乾燥後に機械的に破砕させることが望ましい。リンゴ
やナシなどの果実や野菜の食物繊維質についても、機械的破砕により分散性を向上するこ
とができる。
　機械的破砕については、ミキサー、ミンサー、回転刃式ホモジェナイザー、カッター、
コーヒーミル、石臼式グラインダーなど、既知の湿式あるいは乾式の食品用破砕装置を用
いることができる。例えば、ナタデココのゲルを回転刃式ホモジェナイザーに入れて数秒
から数分間程度破砕することにより、ゾル状の白い物質が生成する。このゾル状物質は、
遠心分離や濾過等の操作により水と繊維質に分離され、繊維質の脱水・水分調整や各種不
純物の洗浄除去を容易に行うことができる。
　このような一連の処理をしたナタデココセルロースは、加熱処理、乾燥処理等により、
微生物汚染を防ぎつつ保存することが可能である。乾燥させたナタデココセルロースは、
水に馴染ませて機械的に破砕することにより、もとのゾル状に戻る。しかしながら、高温
加熱乾燥すると、ナタデココの凝集性が大きくなり、水で戻す際の効率が低下するので注
意が必要となる。その他、微結晶セルロースやキチン粉末を用いることができる。この二
種類の食品素材は粒子サイズが大きく、単独で乾燥させた場合には、乾燥後、口に運ぶ前
に粉末に戻ってしまう。ゲル化剤は、乾燥状態における各繊維の結合性維持に役立つ。
【００２７】
　破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルと、まだ成形し
ていないゲル化剤、つまりゲランガム、ガラクトマンナン、グルコマンナン、キシログル
カン、寒天、キサンタンガム、ゼラチン、アルギン酸のうち、少なくともいずれかの一つ
以上の成分またはその塩より構成される物質との混合方法については、各成分を水中また
は水溶液中で、分散または溶解させつつ、撹拌や振とうなどの方法で混合する方法などが
考えられる。ゲル化剤については、水溶性あるいは水分散性を賦与させるために、適宜、
加熱や分散等の前処理を行うことが望ましい。また、ゲル化剤については、適宜、既知の
方法を用いてゲル化させることにより、食物繊維を主成分とする不溶性の食品素材の分散
性が向上し、乾燥させた際の食品の均質感を保つことが可能となる。
【００２８】
　破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルと、ゲル化剤を
混合した後には、加熱乾燥、減圧乾燥、凍結乾燥などの処理によって乾燥させてスポンジ
状またはシート状などの固形食品として、適宜、切断、圧縮等の加工処理を行うことによ
り、保存性の高い食品とすることができる。
　また、砂糖などの保水性が高い成分が混合した際には、適度な量の水が保持されて、乾
燥の度合いを制御することにより弾力性を多様に表現することができる。
　さらに、乾燥後に適度に加湿することにより、さらに異なった質感の賦与が可能となる
。
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　これらの加工工程では、適宜、型成形、加圧成形、切断成形などを行うことにより、見
栄え、包装性や摂取しやすさを向上することができる。
【００２９】
　例えば、1.6%のナタデココ分散液に対して、熱水中で膨潤させた1%グルコマンナン水溶
液を等量加えて混合し、4％アルギン酸ナトリウム水溶液を1％乳酸カルシウム水溶液に滴
下して得た直径3mm程度のアルギン酸カルシウム粒子を50個程度加えて、さらにエリスリ
トールを最終濃度1%にして薄い甘味をつけた後、直ちに内径1cm程度のカップに高さ1cm程
度入れて、これを－80℃に冷凍した後、凍結乾燥を行い、ディスク状の凍結乾燥物を得た
（実施例２参照）。
　この食品を摂取した際には、口内で数回咀嚼して繊維質が柔らかくなり自然に崩壊した
後に粒子の違和感が出現し、そのプチプチした食感は咀嚼後も崩壊しないことから、違和
感の口内での残存は１分以上に及ぶ。
　また、このディスクを0.35mlの水で再度湿らせた食品については、粒子を覆う繊維質を
剥ぎ取りやすくなっており、摂取後に舌で横方向に繊維質を押し出す運動により、容易に
粒子を剥き出しにすることができ、乾燥時と異なった感覚を味わうことができる。
【００３０】
　本発明では、これらの方法により、食感を咀嚼中に長時間残存し、嚥下までの時間を長
くする特性を持つことを特徴とした、咀嚼・口内滞留特性が向上した食品として提供する
ことが可能となる。
　さらには、開発された食品を用いた、嚥下までの時間を長くするための無理の少ない管
理・指導法を提供することができる。本食品は、摂食時間の延長や不必要な高カロリー間
食の摂取抑制などを通じて、食生活の改善・管理または指導に役立つツールとなる。
【００３１】
　破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルを含む本発明の
食品の咀嚼・口内滞留特性は、摂食の際に合わせて食べる物や飲む物にも影響を受けるこ
ととなることから、可食性嗜好品により食間の空腹感を抑えるとともに、口寂しさを紛ら
わすためには、咀嚼・口内滞留特性が向上した食品を単独で摂取することが望ましいケー
スが多いと考えられる。
【００３２】
　このように、破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲルを
含む本発明の食品を用いて咀嚼・口内滞留特性を向上することにより、口内での味覚的・
物理的刺激を受ける時間が長くなり、時間が延びる分だけ様々な付加価値の表現が可能と
なる。
　例えば、粒子にプチプチ感を出して口の中で潰して遊ぶような付加価値や、するめのよ
うに噛むほどに味がしみ出てくるような食物繊維を用いた付加価値などの表現が可能とな
る。その際には、味覚成分、香り成分、色素、栄養成分、食物繊維、虫歯予防・歯の再石
灰化促進成分、冷涼感・爽快感を付与する成分、口臭予防成分、カフェイン、特定保健用
食品の「関与する成分」（有効成分）、食感付与成分、重炭酸ソーダ、果実、果汁のうち
の、少なくともいずれか一つ以上を含むことが考えられる。
【００３３】
　このような成分のうちのいくつかは、咀嚼・口内滞留時間の延長効果を安定化させるこ
とが期待される。
　例えば、該食品中に爽快感をもつ成分を入れた場合、爽快感を得ることに集中すること
となり、次の一口を摂るまでの時間を長くする効果を有すると考えられる。
【００３４】
　さらに、このような、咀嚼・口内滞留特性、或いはそれに加えて多様な付加価値をもつ
食品に対して、ノンカロリーの食物繊維や増粘安定剤などを原材料として選択することに
よって、ノンカロリーの食品とすることが可能となる。
　また、同様に、適切な原材料を選択して総カロリーを低く抑えることができる。
【実施例】
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【００３５】
　本発明についてさらに具体例を挙げて説明するが、かかる説明によって本発明が何ら限
定されるものではないことは勿論のことである。
【００３６】
実施例１
　シロップ浸けの市販ナタデココ入り食品を水洗いして、ジューサーミキサーを用いて破
砕したものを、ブフナー漏斗およびセルロース濾紙を用いて濾過した後、濾紙上に残存す
るナタデココ繊維をさらに水洗いしてシロップ等の不純物を除いた。これを濾紙から剥が
し、適切な容器に移した後、水を入れて再度、ホモジェナイザーを用いて2分間ほど懸濁
した。その後、1.6%濃度(w/v)になるように水に懸濁してナタデココ懸濁液を得た。
　このナタデココ懸濁液に対して、加熱により予め水に溶解させた、等量の水、1%キシロ
グルカン水溶液、1%ゲランガム水溶液、1%グアーガム水溶液、1%グルコマンナン水溶液、
1%キサンタンガム水溶液、1%寒天水溶液、或いは1%アルギン酸ナトリウム水溶液を加えた
後、直ちに撹拌し、その一部を120℃に熱したホットプレート上で乾燥させて、直径2cm程
度、薄さ0.5mm程度のシート状の乾燥物を得た。
　そのシートを咀嚼して、特性を評価した。その結果を表１に示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
実施例２
　実施例１記載の1.6%のナタデココ懸濁液に対して、熱水中で膨潤させた1%グルコマンナ
ン水溶液を等量加えて混合し、4％アルギン酸ナトリウム水溶液を1％乳酸カルシウム水溶
液に滴下して得た直径1～3mm程度のアルギン酸カルシウム粒子を50個程度加えて、さらに
エリスリトールを最終濃度1%にして薄い甘味をつけた後、直ちに内径1cm程度のカップに
高さ1cm程度入れて、これを－80℃に冷凍した後、18時間凍結乾燥を行い、ディスク状の
凍結乾燥物を得た。
【００３９】
　この食品を摂取した際には、口内で数回咀嚼して繊維質が柔らかくなり自然に崩壊した
後に粒子の違和感が出現し、そのプチプチした食感は咀嚼後も崩壊しないことから、違和
感の口内での残存は１分以上に及んだ。
　また、このディスクを0.35mlの水で再度湿らせた食品については、粒子を覆う繊維質を
剥ぎ取りやすくなっており、摂取後に舌で横方向に繊維質を押し出す運動により、容易に
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粒子を剥き出しにすることができ、乾燥時と異なった感覚を得ることができた。
【００４０】
実施例３
　実施例１記載の1.6%のナタデココの懸濁液に、予め加熱して溶解させた、等量の各濃度
のグアガム（主成分はガラクトマンナン）水溶液を添加して撹拌した後に、直ちに内径1c
m程度のカップに高さ1cm程度入れて、これを－80℃に冷凍した後、18時間凍結乾燥を行っ
た。乾燥品を取り出して、混合後のグアガム濃度と繊維質感や咀嚼性の関係について検討
した。
　その結果を表２に示す。
【００４１】
【表２】

【００４２】
実施例４
　実施例１記載の1.6%のナタデココの懸濁液に、予め加熱して溶解させた、等量の各濃度
のグルコマンナン水溶液を添加して撹拌した後に、直ちに内径1cm程度のカップに高さ1cm
程度入れて、これを－80℃に冷凍した後、18時間凍結乾燥を行った。乾燥品を取り出して
、混合後のグルコマンナン濃度と繊維質感や咀嚼性の関係について検討した。その結果を
表３に示す。
【００４３】
【表３】

【００４４】
実施例５
　実施例１記載の1.6%のナタデココ懸濁液に、予め加熱して溶解させた、等量の各濃度の
ゲランガム水溶液を添加して撹拌した後に、直ちに内径1cm程度のカップに高さ1cm程度入
れて、これを－80℃に冷凍した後、18時間凍結乾燥を行った。乾燥品を取り出して、混合
後のゲランガム濃度と繊維質感や咀嚼性の関係について検討した。その結果を表４に示す
。
【００４５】
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【表４】

【００４６】
実施例６
　冷凍したナシの果肉を、ジューサーミキサーを用いて２分間破砕し、繊維質を分散させ
たナシピューレとした。これに対して、等量の水、または予め加熱して溶解させた、1%の
寒天水溶液を添加して混合・撹拌した後に、それぞれを直ちに内径1cm程度のカップに高
さ1cm程度入れて、これを－80℃に冷凍した後、18時間凍結乾燥を行った。
　乾燥品を取り出して、咀嚼を行った結果、水を添加して加工したものは、咀嚼後直ちに
吸湿してキャラメル状になりダマに収縮してしまったのに対して、寒天と混合して加工し
たものは、乾燥後もモチモチした、サツマイモの干し芋のような噛みごたえの高い食感を
示した。ナシを加えていない0.5%寒天の凍結乾燥物は、咀嚼後数十秒で崩壊し、嚥下が可
能な状態となった。
　また、同様に調製したナシピューレからショ糖等の低分子糖質を除いた後に同様の操作
を行い、脱糖凍結乾燥物およびその寒天添加物を得た。前者は繊維質が強く、嚥下しにく
いものであったが、後者は繊維質感を残しつつも、徐々に崩壊して嚥下可能な状態となっ
た。
【００４７】
実施例７
　風乾したオカラ600 mgに水を加えて20 mlにメスアップしたものをホモジェナイザーで2
分間潰した懸濁液を用意し、これに対して1容の水または1%寒天（予め高温下で溶解させ
たもの）を混合した。
　実施例２の方法にならい、この混合物をカップ中で成形した後凍結し、18時間凍結乾燥
することにより、ディスク状の乾燥食品を得た。
　水を加えたディスクについては、摂食後、直ちに崩壊して粉となったが、寒天を加えた
ディスクについては、咀嚼により部分的に崩壊した後に、団粒が残存し、咀嚼を繰り返す
うちに徐々にその崩壊が進んだ。
【００４８】
実施例８
　微結晶セルロース粉末を100mg計りとり、これに対して、2.3mlの水、または予め加熱し
て溶解させた1%の寒天水溶液を添加して、分散・撹拌した後に、直ちに内径1cm程度のカ
ップに高さ1cm程度入れて、これを-80℃に冷凍した後、18時間凍結乾燥を行った。
　乾燥品を取り出して、咀嚼を行った結果、水を添加して加工したものは、一噛みでバラ
バラに分解したが、寒天と混合して加工したものは、ゆでたシイタケ様のやわらかい噛み
ごたえのある食感を有した。
【００４９】
実施例９
　イカ由来キチンフレークを100mg計りとり、これに対して、2.3mlの水、または予め加熱
して溶解させた1%の寒天水溶液を添加して、分散・撹拌した後に、直ちに内径1cm程度の
カップに高さ1cm程度入れて、これを－80℃に冷凍した後、18時間凍結乾燥を行った。
　乾燥品を取り出して、咀嚼を行った結果、水を添加して加工したものは、一噛みでバラ
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バラに分解したが、寒天と混合して加工したものは、多少の噛みごたえがあり、数回咀嚼
した後に崩壊し、崩壊後も多少粘りのある粉としての食感を有した。
【００５０】
実施例１０
　4％アルギン酸ナトリウム水溶液を1％乳酸カルシウム水溶液に対してシリンジを用いて
滴下して得た、直径1mm程度、長さ1cm以上3cm以下のものを主成分とする糸状のアルギン
酸カルシウムを、内径1cm程度のカップに高さ9mm程度入れた。これを直接、または、糸状
素材の隙間の空間に対して、予め加熱して溶解させた0.5%寒天水溶液を1ml程度加えたも
のを－80℃に冷凍した後、18時間凍結乾燥を行った。
【００５１】
　この食品を摂取した際には、最初の数回の咀嚼では、双方とも、フライしたそうめんを
食べたようなサクサク感が得られ、その後、アルギン酸カルシウムの糸状の構造が崩壊し
、多数の1mm前後の粒子になった。その後、寒天を含まないものについては、粒子の吸湿
性に限界があり、粒子のもつ粉っぽいザラザラした質感が100回程度咀嚼しても残った。
一方、寒天を含むものについては、適度にぬめり感が発生し、粒子の粉っぽさが少ない状
態で存在した。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明により、破砕された食品素材またはその加工残さ、あるいは成形された食品ゲル
を含む、咀嚼・口内滞留特性が向上した新食品が開発される。新食品の効果としては、新
食感の付与、食物繊維供給、咀嚼力強化、便通改善、空腹感抑制、食生活改善、口寂しさ
の解消等が期待される。
　また、本発明により、ガムとは異なった低カロリー・ノンカロリーの可食性嗜好品等を
開発し、多岐にわたる場面で利用することも可能となる。
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