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糖質と調理
糖アルコールを用いたハードメレンゲの

調製と性質

1聞はじめに

糖アルコールは澱粉や糖類から製造され，現在，単糖ア

ルコール(エリトリトール，キシリトール，ソルビトー

ル，マンニトール)や二糖アルコール(還元イソマルツ

ロース(パラチニット)，ラクチトール，マルチトール)，

単糖アルコールから四糖アルコールの混合物である還元水

飴などが市販されている。糖アルコール類に共通する機能

特性として，やや低甘味で癖のない甘味を持ち，非着色性

で耐熱，耐酸，耐アルカリ性を示し，概して非発酵性であ

る。また，吸湿性に優れ保湿効果を示すものと低吸湿性の

ものがあり，用途に応じて使い分けられている。 一方，低

エネルギー，非う蝕性，血i陪値のと昇がなく，インシュリ

ン非依存性であるが一過性の緩下作用を示す場合がある 1)。

これらさまざまな特徴を持つ ことから，種々の菓子や飲料

をはじめ，加工食品などに利用されている。

菓子類としての利用は，チューインガム，キャン

デイー，チョコレート，ゼリー，クッキー，スポンジケー

キ，氷菓など多岐にわたるが，いずれもショ糖の一部代替

利用や数種の糖アルコールを混合して使用する例がほとん

どである。

ここでは，ショ糖の全部代替として糖アルコール類を使

用したハー ドメレンゲの調製過程から保存までを取り扱っ

た研究を紹介するが，いくつかの糖アルコールについて利

用特性を理解する一助となれば幸いである。

2陶糖アルコールを用いたハードメレンゲ

2.1メレンゲの概要と使用した糖アルコール

メレンゲは泡立てた卵白を基本材料としこれに適量の砂

糖を加えたものであり，メレンゲを適温で焼成したものが

焼メレンゲである。 焼メレンゲにはソフトタイプとハード

タイプがあり，前者はレモンパイ等の表層部に，後者は

ケーキのがfiりや一口大の小菓子として利用されている。

ハードタイプの焼メ レンゲ (以下，ハードメレンゲ)は乾

燥を目的として加熱され卵白量に対して 100~400% の

砂糖が添加されている。

ハー ドメレンゲにはショ糖以外の糖を用いた研究例がほ

とんどみられない。この理由として，ショ糖のように溶解

度が高く同時に着色を生じにくい糖がなかったこと，味や

触感上もショ糖に勝るものが考えにくかったことが挙げら

れる。しかし，近年の健康志向や食品の多様化の中でさま

ざまな糖類が開発されてショ糖の代わりに多用されている
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状況下にあっては，より基礎的な糖類の研究を蓄積してい

くことが望まれる。

糖アルコールは 11.はじめに」に記したような特徴を

持ち， 高い溶解性と加熱による着色が少ない糖として知ら

れている。一方，メレンゲは卵白+糖+水という非常に

単純な組成である。ハー ドメレンゲについて焼成中の重量

減少率から概算すると，製品に占める卵白固形分の比率は

糖添加率 200%(卵白 量に対して)で 5~6%，水分は 3%

以下であり，結果として 90%以上が糖でできていると 考

えられる。このような高濃度の糖は卵白泡の表面あるいは

周囲で硬化していると考えられることから，硬化の過程と

糖の性質との関係についても興味深い。

以上の ことから，最初に 3種のi陪アルコ ール (キシリ

トール，ソルビトール，ラクチトール)とショ糖について

ハードメレンゲ調製の適否を比較検討しへ続いて充分な

硬化状態が得られたキシリトールとソルビトールについ

て，その硬化過程と糖の性質との関係を調べた九なお，

最初の研究では絞り出した半球の底径が 35mm  (15 cmう

程度，続く研究では底径が 20mm  (3.6 cmう程度の一口大

ハードメレンゲを調製して試料とした。

2.2ハードメレンゲの調製方法と測定

糖アルコール 3種は，物産フードサイエンス株式会社

(旧日研化成株式会社)から，食品添加物用 ・医薬品用と

して供給されていた製品の内，純度 999も以上の水を含ま

ない結晶の粉末を入手した。市販グラニュー糖について

は，日本で市販されている製品が試薬スクロースの JIS規

格を満たす純度であることからへショ糖として使用した。

また，卵白として乾燥卵白 (Wタイプ:キューピー株式

会社製)を使用したO

標準的な レシピを参考に5九 卵白液重量に対して最初の

研究では 50~200% に相当する糖を，続く研究では 150%

と200%の糖を添加した。乾燥卵白と蒸留水で 11%濃度

の卵白液を調製し，電動ビーターの高速 (850rpm)で 3分

間泡立てた。ここに粉末状の糖を，総添加量の 1/4相当分

を加えて 30秒間泡立て，これを 4回繰り返して生メレン

ゲとした。 一定の形状(15cm3ある いは 3.6cm
3
) に絞り出

した生メレンゲを 110
0
Cの電気オーブンで糖濃度に応じて

72~90 分焼成しぺ 1 時間室温で放冷した後に保存庫

(18 ~220C，湿度 28 ~309も)内に移した。 重量，体積，力

学的応答(圧縮破壊試験，または貫入試験)を測定し，保

存過程の糖の結晶状態を DSCやX純回折によ って調べ

た。
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2.3焼成と保存におけ る変化

焼成によって約 6割(糖添加率 50%)から約 3剖 (糖添

加率 200%)の重量減少がみられた。一口大ハー ドメレン

ゲの調製で糖の種類による重量減少率の違いを検証したと

ころ，明らかにキシリ トール>ソルビト ール>ショ粧?の順

となり，保水性の違いが現れた九また，膨化の程度はキ

シリト ールとソルビトールで糖濃度にかかわらず 100% と

なり，絞り出した形状を維持した。ラクチトー ルはいずれ

の糖濃度でも 10~ 20% t首力11したが，高濃度の糖ではドー

ム状に底が持ち上がり歪みやひぴ、割れが現れる製品が多

かった。 ショ1JtHの糖添加率 150% と200%では 50%以上の

増大が観察された幻(製品の内層と外形は図 lを参照)。

低湿度 (28 ~ 30%) 一定温度 (18 ~ 220C) の保存条件で，

焼成後 24~ 120 時間の聞にかたさの変化がみられないのは

キシ リトールとショ糖であり，糖濃度 200%のラクチトー

ルでは軟化が，ソルピト ールでは大111面な硬化が観察され

た。キシ リト ールとショ糊は放i令中あるいは焼成後 24時

間以内に硬化が生じている可能性があり，この点は一口大

ハードメ レンゲ調製において1会討した。

一方， 15 cmJハードメ レンゲで5日間の高湿度保存 (混

度 71~75% ， ìjf，t 度 20 ~23 0C)を試みた。この場合，試 *-'1

の糖添加率 50~ 200% の 4 段階の 17Q ，概して低い糖添加率

の試料において軟化が先に生じる傾向がみられた。ラクチ

トールは糖濃度に関わりなく 311寺間の保存で軟化が始ま

り，ソルビト ールは6時間後に糊添加率 50%と 100%で

軟化開始を確認した。ショ糖は 4日後に糖濃度 50%でわ

ずかに軟化 し，キシリ トールは これとほぼ同時に糖濃度

50%で崩れやすくなった。ハー ドメレンゲは硬化状態を

ある程度の時間維持していることが必要であるが，ラクチ

トールは環境中の湿度に影響されやす くハー ドメレンゲに

図1.異なる f)i1iを添加したハードメレ ンゲの断而

記号は，糖の111告号判+;j:)i1i添加の比率て、表す。判X，キシ リト ー

ル， ST，ソルビトール;LT，ラク チトー ル Su，ショ納。文

献 2) より転載。
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使用する糊として過さないことがわかった。ソルピトール

は糖濃度による違いがあり，高い糖濃度で、は利用可能であ

ると考えられた九

粉体状の糊に関して，ソルビトールは相対湿度 50%付

近から徐々に，キシリトールは 70%以上で急速に吸湿

しへショ櫛は相対 湿度 88%(22
0
C)を過ぎると急速な水

分|吸収があるといわれているヘ糖を卵 白の 50~ 200% 添

加|して作成したハードメレンゲの場合，団体中に占める糖

濃度は 80 ~ 95% である 。 実験で設定した条件は室内環境

として湿度のやや高い状態を想定 しており，粉体の糖結晶

であればソルピト ールと キシリ卜 ールでは吸湿がみられ

ショ糖では変化の生じにくい範囲である 9.10)。しかし，糖

添加|量の低い試料ではショ糖においても変化が現れた。低

い糖濃度においても糖の結晶は生成しているものの2ぺ 共

存する卵白部分の影響もあって比較的吸湿しやすい状態に

あると考えられる。

ショ糖に比べるとキシ リト ールの吸湿性は高いと報告さ

れているにもかかわらず，キシ リトー ルメレンゲ":I: ~;目対湿

度 71~75% の下でシ ョ糖メレンゲと 同程度に吸湿しにく

いことが観察された。先に述べたように， 一口大ハードメ

レンゲではキシ リト ールメレンゲの重量減少率が他のメレ

ンゲに比べ 1 ~2% 大 きいことがわかった九このようにキ

シリトールは水分が蒸発 しやすい糖であり，より乾燥した

メレンゲとなることが吸湿しにくさに関連する可能性があ

る。

2.4ハードメレンゲの硬化と糖の結晶化

ショ糖は今回のよ うな高濃度の場合，卵白タンパク質の

熱変性を大l隔に遅らせることが報告されている川。ハード

メレンゲの焼成過程において メレンゲの温度は焼成開始

40分 (糖濃度 50%)から 70分(糖濃度 200%)で 110
0
Cに

達し，その渦度を維持して焼成終了に至る針。予備実験に

よると 110
0

Cに達した時点の重量から算出した水分量は糖

添加率 150%以上のメレンゲで 10%前後に減少していた。

したがって，多量の糠は共存する少量の水を拘束すること

になり，タンパク質の変性に利用し うる水はかなり 制限さ

れた状態になることが容易に推測される。その結果，タン

パク質の熱変性は不完全であり，メレンゲの硬化に直接に

寄与 しているのは糖の固化や結晶化の可能性が高い。

ハードメ レンゲは焼成後の保存中に硬化していき，全て

の試料で 24時間後にはほぼ固まる。そこで硬化過程を明

らかにするために，焼成後 24時間に至る変化を，力学的

な硬化と糖の結晶化の 2側面から検討した。力学的な硬化

il!lJ定は一口大のハードメ レンゲ(糖添加率 150%，200%) 

に対して直径 3111111の円柱型プランジャーを 200mm/min 

の速度で貫入させて調べた。糖の結晶化については DSC

とX線回折の2方法に依った。硬化途上のハードメ レン

ゲから一部を採取すると その物理的な刺激による結晶化

が生じた。そのため焼成前のメレンゲを DSCセル

(70μL)に直接入れたものと， X線測定用ガラスホルダー
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図2 ハー ドメレンゲの貫入曲線

記号は図 lを参照。※は ST200の24h における ~:iiOljlll は 1 日 盛が 3.92 N (400 gf)を表す。上から 1，3， 6， 
9， 24 hはメレンゲの保存時間を示す。文献 3)より転載。
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図3.ハードメ レンゲと材料糖のDSC曲線

左から， (A)ショ糖メレンゲ，(B)ソルビトールメレンゲ， (c)キ シリト ールメレ ン
ゲ。DSC曲線の記号は図 1を参照。最下段はそれぞれの糖結晶の DSC曲線を示す。文献
3) より 転ji&.。

にのせたものを一口大のハードメレンゲ調製と同時に焼成

し，これを言式料とした。なお，キシ リト ールメレンゲにつ

いて DSCセル中では結品化の|盟害現象が現れたので12)

直径約 2mmのひも状に絞り出して他の試料と同時に焼成

したものの一部分を DSC測定用試料 とした。

力学的測定では貫入に伴う 振Ilfiii波形をデータとして医12

に示 した。振11I高波形の出現時期はショ糖でがL成後 1時間，

ソルピトールで 24時間であり ，キ シリト ールでは 6時間

の試料に現れた。硬化途上のハー ドメレンゲで観察された

貫入によ る振111)ji波形は，固 まったメ レンゲ中に分散 した小

さな気泡部分を貫入プランジャーが通過することなどに

よって生じると考えられる。硬化がほぼ完了している場合

には鋭く明確な振幅がみられ， 硬化していない場合は滑ら

かな波形が，硬化途中の試料では振幅サイクルのより 長い
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図形が混在して現れた。

結晶化の過程を DSCで測定したところ，ショ糖は焼成

後 1時間で、結晶融解に伴う吸熱ピークが観察された。試料

の T"は材料とした糖の九(図 3(A)最下段)に近い位置に

あった。ショ糖結晶の融点に関しては文献記載値が 160
0

C

から 191
0Cまであり，市販グラニュー糖においては製造会

社によ って 170
0

Cから 192
0

Cまで分布しており，特級試薬

スクロースでも同様の違いがみられる。このような融点の

違いは不純物の有無ではなく，結晶化の際の条件によると

説明されている1九したがって，保存 )-24時間後におけ

るピーク位置のずれは，冷却条件や水分量のわずかな違い

によるものと推測される。区|は省略したが， X線回折図形

においてショ糖試料では焼成 l時間後に結晶を示す鋭い

ピークが現れ， DSCによる結晶融解ピーク出現時期と 一

致していた。

キシリ卜ール試料(区13 (C))のDSCでは，焼成後 6時

間から結晶融解に対応する鋭いピークが材料糖の九に近

い90
0

C付近に現れた。 x線回折図形においても焼成後 6

時間で材料糖のピークに対応する位置に鋭いピークが出現

しfこO

ソルビ トール試料(図 3(B))のDSCには焼成後 3Il寺間

で小さ なピークが， 6時間でかなり明瞭なピークが70
0

C

付近に現れた。しかしこの吸熱は，材料糖の結晶融解ピー

クが 97.7
0

C 付近に鋭い 71~で現れるのに比べ，ピークの形

状や出現位置が明らかに異なっていた。X線回折図形では

焼成後 6時間以降に非常に小さな凸がいくつか観察され，

これも材料糖とは異なっていた。Lundgren同はソルビ トー

ル結晶の高感度 DSC測定において，98fcのメインピー

クと 同時に吸熱開始点目。C，終了点 nOcのブロードで小

さなピークを観察し，この小ピークをソルピトール精製工

程で生じる別の結晶形と判断している。低分子の糖が結晶

化の条件に依っ て，異なる結晶JI~ を生じる場合のあること

はよく知られている。 したがって 卵白泡中で一度溶解ーし

たソルビトールは，今回の条件下で材料糖とは別の結晶形

を出現させたものと考えられる。

以上の実験からハードメレンゲの硬化と結晶生成の関係

は次のように考えられる。ショ糖試料はいずれの糖濃度に

おいても，焼成後 1時間から DSCおよびX線回折に糖結

晶の存在を示すピークが現れた。このH寺点ではメレンゲが

すでに硬化しており，ショ糖試料の場合はメレンゲ中での

糖結晶の回復と前後して硬化することが明らかであった。

この硬化は焼成直後から放冷中という比較的早期に生じて

いると考えられる。キシリトール試料ではいずれの糖濃度

でも 6時間後に DSCおよびX線回折により糖結晶の存在

が認められた。結晶検出時にはメレンゲの硬化が認めら

れ，キシリ トール試料の場合もショ糖試料と同様に結晶回

復を伴う磁化であった。ソルビトール試料において， DSC 

測定ではいずれの糖濃度でも 6時間で明瞭なピークが認め

られ，何 らかの結晶が生じていた。 一方， X線回折では

150%は9時間で， 200%は611寺間で凸型の小さなピーク

+71・
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図4. ハー ドメレンゲの官能評価

0，ショ糖メレンゲ;口，ソルピトールメレ ンゲ ;企，キシ

リト ールメレンゲ、0 本A，ショぬiおよび「キシリトールとソルビ

トールとの聞にp< 0.01で有意差あり， B，3試料開にそれぞ、

れpく 0.01で有意差あり。文献 3)より転載。

が現れたが，これらは材料糖とは異なる結晶の存在を示し

ていた。明らかに結晶様のピークが生じる 6時間でメレン

ゲ表面には薄膜状の硬化がみられ， 9時間で全体がかたい

ヌガー状となったことから，部分的に或いは広くない範囲

の硬化は焼成後 6時間で出現し，同時に結晶が存在すると

考えられる。いずれの糖においても硬化は糖の結晶化を

伴っていることが明らかであった。一方， ソルビトールの

ように元の結晶形とは異なる場合があり，必ずしも元の結

晶回復ではないことも示された。

2.5ハードメレンゲの感覚による評価

一日大に焼成した 3種のハー ドメレンゲを試料として，

7段階スケールによる採点法を用いた官能評価を行った。

パネルは 20歳代女子 13名である。医14は評価結果の平均

値をレーダーチャー卜で示したものである。ソルピトール

試料とショ糖およびキシリトール試料それぞ、れの聞には有

意差 。7< 0.01)が認められた O 一方，ショ糖とキシ リ

トールは冷感以外の点で非常に近い平均値を示した。すな

わち 2種のハードメレンゲはよく似た食感を持っており，

キシリトールはショ枯トの代替として利用できると考えられ

る。 一方ソルピ トールはかなり異なった食感であり，ハー

ドメレ ンゲの持つイメージとは異なっていた。

3. おわりに

糖アルコールは魅力的な材料の 1つであるが，数百年の

利用歴があるショ糖に比べるとその性質，特に菓子類に使

用した;場合の基本特性に関する情報が少ないよう である。

調理科学の分野ではできあがった製品の性質を研究した報

告が散見されるものの，何故そのような性質になるのか

を，製造過程の変化を含めてより基礎的なレベルで研究さ

れた報告は多くない。望ましい製品が得 られない場合に

も，基礎的な現象と関連づけた情報のーっと して研究内容

の蓄積がなされれば，さらなる新しい利用方法開発に結び

付 くと考えられる。そうした情報源として調理科学分野の

研究を生かせるのではないか，と期待している。
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