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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風味改善しようとする麦芽飲料中のリナロールの濃度とアセトアルデヒドの濃度とを調
整することによって、飲料に発酵風味を付与または増強することを特徴とする、未発酵の
ビール風味麦芽飲料の製造方法であって、得られる麦芽飲料中におけるリナロールおよび
アセトアルデヒドのそれぞれの濃度が、下記関係式：
　　　１５０Ｌｎ≧－Ａ＋１０、および、１０００Ｌｎ≦－３Ａ＋１５０
［上記式中、Ｌｎは麦芽飲料中におけるリナロール濃度（ｍｇ／Ｌ）（Ｌｎ＞０）を意味
し、かつ、Ａは麦芽飲料中におけるアセトアルデヒド濃度（ｍｇ／Ｌ）（Ａ＞０）を意味
する］
を満足するように、リナロール濃度とアセトアルデヒド濃度とを調節することを含んでな
る、製造方法。
【請求項２】
　リナロールとアセトアルデヒドとを、風味改善しようとする麦芽飲料に加えることによ
って、飲料に発酵風味を付与または増強する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　得られる麦芽飲料中におけるリナロールおよびアセトアルデヒドの濃度が、それぞれ風
味改善に有効な濃度となるように、リナロールとアセトアルデヒドとを、風味改善しよう
とする麦芽飲料に加えることを含んでなる、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
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　得られる麦芽飲料中におけるリナロールの濃度が１１～１３μｇ／Ｌ、およびアセトア
ルデヒドの濃度が９～１１ｍｇ／Ｌとなるように、リナロールとアセトアルデヒドとを調
節することを含んでなる、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　麦芽飲料に用いられる麦汁の調製過程において、麦汁へのホップの添加量および添加時
期を調節することによってホップ由来のリナロール量を調節した後、さらに必要によりリ
ナロールを麦芽飲料に加えることによって、風味改善しようとする麦芽飲料のリナロール
濃度を調節することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　風味改善しようとする麦芽飲料が、未発酵の麦汁から麦汁フレーバーを低減させること
によって得られたものである、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の方法により製造された、未発酵のビール風味麦芽
飲料。
【請求項８】
　リナロール濃度およびアセトアルデヒの濃度が、下記関係式を満たすことを特徴とする
、発酵風味が付与または増強された未発酵のビール風味麦芽飲料：
　　　１５０Ｌｎ≧－Ａ＋１０、および、１０００Ｌｎ≦－３Ａ＋１５０
［上記式中、Ｌｎは麦芽飲料中におけるリナロール濃度（ｍｇ／Ｌ）（Ｌｎ＞０）を意味
し、かつ、Ａは麦芽飲料中におけるアセトアルデヒド濃度（ｍｇ／Ｌ）（Ａ＞０）を意味
する］。

【発明の詳細な説明】
【関連出願の参照】
【０００１】
　本願は、先行する日本国特許出願である特願２００９－００２７３２号（出願日：２０
０９年１月８日）に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その
開示内容全体は参照することによりここに組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、未発酵のビール風味麦芽飲料の風味の改善に関する。より詳しくは本発明は
、未発酵のビール風味麦芽飲料に、バランスの良い発酵風味（発酵感）を付与または増強
して飲料の風味を改善することを含む、未発酵のビール風味麦芽飲料の製造方法、それに
より得られる風味改善された未発酵のビール風味麦芽飲料、および風味改善剤に関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年の健康志向の高まりの中でアルコール摂取量を自己管理する消費者が増加している
。また、飲酒運転に対する罰則の強化など道路交通法の改正により、自動車等の運転に従
事する者のアルコール摂取に対する関心が高まっている。このような中で低アルコールあ
るいは無アルコールのビール風味麦芽飲料への需要が一段と高まっている。
【０００４】
　従来の低アルコールビール風味麦芽飲料は、通常のビール飲料同様、酵母による発酵を
行うことでビールの風味を飲料に付与し、併せてアルコールの低減を図っている。これは
、ビールと同様の味や香りを需要者が期待するため、アルコール発酵を完全に排除して低
アルコール麦芽飲料を製造することは困難であると考えられてきたことによる。従って、
従来の低アルコールビール風味麦芽飲料の製造は酵母による発酵が行われることを前提と
し、酵母による代謝プロセスの改良や発酵生成物からアルコールを効果的に除去する方法
が検討されてきた。
【０００５】
　しかしながら、このような従来の技術はいずれも酵母による発酵を前提としており、製
品からアルコールを完全に除去することは現実的には不可能であった。従って、従来の低
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アルコールビール風味麦芽飲料はアルコールを摂取したくない者や自動車等を運転する者
の飲用には適していない。
【０００６】
　一方で、単に酵母による発酵を排除し、麦芽により生成された麦汁を最終製品とした場
合、未発酵の麦汁には特有のフレーバー（麦汁フレーバー）が存在し、一般的には飲用に
適さない。すなわち、この麦汁フレーバーは飲用した際も、戻り香となって味わいにまで
悪影響を及ぼすことから、飴湯として飲まれている例を除いては飲料として直接には供さ
れていない。
【０００７】
　麦汁フレーバーは、麦汁の仕込工程、特に煮沸での熱分解により発生するアルデヒド類
に由来しており、飴様臭・穀物様臭などの原因物質として知られている。これらアルデヒ
ド類は、通常のビール類であれば発酵処理において酵母によって代謝され、激減する。
【０００８】
　また通常のビール類の製造であれば、ホップ類を加えた麦汁を発酵処理に付す結果、発
酵に伴って生じる発酵風味（発酵感）がビール類に付与され、これがビール類特有の好ま
れる風味（おいしさ）として重要な要素となっている。
【０００９】
　このように酵母による発酵処理は、麦汁フレーバーの低減と、発酵風味の付与の点から
、ビール風味の飲料を得るためには重要なプロセスであると言えるが、前述のように酵母
による発酵で生成するアルコールを完全にゼロとすることは困難である。
【００１０】
　また実際、麦汁主体の麦芽飲料を調製しようとする場合、麦汁フレーバーについては何
らかの手段で低減させることができたとしても、ビール類特有の発酵感は、本来、発酵処
理によって得られる特有のものであるため、発酵処理を利用することなく、飲料に発酵感
を与えることは、通常困難であると考えられる。
【００１１】
　例えば、特開昭６２－２７２９６５号公報、特開平４－４５７７７号公報、および国際
公開ＷＯ２００４／０１８６１２号公報には、希釈したビールや低アルコールの麦芽飲料
にビール風味を付与するために特定の物質を添加する方法が開示されている。
【００１２】
　また、特開２００３－２５０５０３号公報には麦芽エキスと糖類を添加してなるビール
風味の炭酸飲料が開示されている。しかしながら、この公報では極めて少量の麦芽エキス
が風味付けのために用いられているだけであり、ビール類特有の発酵感を持った、未発酵
の麦汁を主体としたビール風味麦芽飲料は本発明者等の知る限りこれまでに知られていな
い。
【００１３】
　さらに、特表２００１－５２０８７６号公報（ＷＯ９９／２１９５６）には、ビールを
含む発酵飲料の風味の改良法として、ホップアロマ成分であるローズオキサイドおよび／
または１，５－オクタジエン－３－オンを加えることが提案されている。しかしながらこ
こで検討されているのは、発酵させた飲料におけるホップアロマに特徴的な苦味の改良で
あって、本発明者等の意図する発酵感とは異なるものであった。
【００１４】
　リナロールは、ホップ精油にも含まれるものであり、例えば、特開２００４－１９４５
９０号公報には、Ｒ型リナロールを含有するリラックス効果のある飲食物が開示されてい
る。
【００１５】
　アルデヒド類の飲料への使用については、例えば、特開昭６２－０２４８５１号公報に
は、フェニルアセトアルデヒドをコーヒー、紅茶等の嗜好飲料に加えてその香りを改善す
る方法が開示されている。
　しかしながらこれら文献には、ビール類特有の発酵感とその改善については何ら記載さ
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れていない。
【発明の概要】
【００１６】
　本発明は、未発酵のビール風味麦芽飲料に、バランスの良い発酵風味を付与・増強して
飲料の風味を改善することを含む、風味改善された未発酵のビール風味麦芽飲料の製造方
法、それにより得られる風味改善された麦芽飲料、および風味改善剤の提供をその目的と
する。
【００１７】
　本発明者等は今般、未発酵の麦汁より得られた麦芽飲料に、リナロールとアセトアルデ
ヒドとを、飲料中のリナロール濃度およびアセトアルデヒド濃度が所定の範囲になるよう
に添加することによって、ビール風味のバランスの良い発酵感（発酵風味）を持たせるこ
とに予想外にも成功した。前述の通り、リナロールはホップ精油含有成分であってリラッ
クス効果があることは知られていたものの発酵風味との関係は必ずしも認識されていなか
った。またアセトアルデヒドはビール様製品に含まれる成分であって、臭気としてはむし
ろできるだけ避けるべきと考えられていた。このような状況において、これら二つの成分
のみを組み合わせて使用することで、発酵処理を経ることなしに麦汁より製造された未発
酵のビール風味麦芽飲料に、バランスの良い優れたビール様の発酵感を持たせ、向上させ
ることができたことは本発明者らにとって驚くべきことであった。このようにして得られ
た未発酵の麦芽飲料は、豊かな発酵感を持ち、ビールにより近い風味と味わいをもつ、従
来にない未発酵麦芽飲料となった。さらに麦汁調製の過程において、麦汁へのホップの添
加量および添加のタイミングを調節することによって、製品である飲料中のホップ由来の
リナロール量を調節することにも成功した。本発明はこれら知見に基づくものである。
【００１８】
　本発明による未発酵のビール風味麦芽飲料の製造方法は、風味改善しようとする麦芽飲
料中のリナロールの濃度とアセトアルデヒドの濃度とを調整することによって、飲料に発
酵風味を付与または増強することを特徴とする。
【００１９】
　本発明による未発酵のビール風味麦芽飲料の製造方法は、リナロールとアセトアルデヒ
ドとを、風味改善しようとする麦芽飲料に加えることによって、飲料に発酵風味を付与ま
たは増強することを特徴とする。
【００２０】
　本発明による製造方法は、好ましくは、得られる麦芽飲料中におけるリナロールおよび
アセトアルデヒドの濃度が、それぞれ風味改善に有効な濃度となるように、リナロールと
アセトアルデヒドとを、風味改善しようとする麦芽飲料に加えることを含んでなる。
【００２１】
　本発明による製造方法は、より好ましくは、得られる麦芽飲料中におけるリナロールの
濃度が１～１２５μｇ／Ｌ、およびアセトアルデヒドの濃度が１～５０ｍｇ／Ｌとなるよ
うに、風味改善しようとする麦芽飲料中のリナロール濃度とアセトアルデヒド濃度とを調
整することを含んでなる。
【００２２】
　本発明による製造方法は、さらに好ましくは、得られる麦芽飲料中におけるリナロール
の濃度が１～１２５μｇ／Ｌ、およびアセトアルデヒドの濃度が１～５０ｍｇ／Ｌとなる
ように、リナロールとアセトアルデヒドとを、風味改善しようとする麦芽飲料に加えるこ
とを含んでなる。
【００２３】
　本発明の一つの好ましい態様によれば、本発明による製造方法において、得られる麦芽
飲料中におけるリナロールおよびアセトアルデヒドのそれぞれの濃度が、下記関係式（Ａ
）を満足するように、リナロールとアセトアルデヒドとを、風味改善しようとする麦芽飲
料に加えることを含んでなる：
　　　１５０Ｌｎ≧－Ａ＋１０、および、１０００Ｌｎ≦－３Ａ＋１５０・・・（Ａ）
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 ［上記式中、
　　Ｌｎは麦芽飲料中におけるリナロール濃度（ｍｇ／Ｌ）（Ｌｎ＞０）を意味し、かつ
　　Ａは麦芽飲料中におけるアセトアルデヒド濃度（ｍｇ／Ｌ）（Ａ＞０）を意味する］
。
【００２４】
　本発明のさらに好ましい態様によれば、本発明による製造方法において、得られる麦芽
飲料中におけるリナロールの濃度が１１～１３μｇ／Ｌ、およびアセトアルデヒドの濃度
が９～１１ｍｇ／Ｌとなるように、リナロールとアセトアルデヒドとを、風味改善しよう
とする麦芽飲料に加えることを含んでなる。
【００２５】
　本発明の一つの好ましい態様によれば、本発明による製造方法は、麦芽飲料に用いられ
る麦汁の調製過程において、麦汁へのホップの添加量および添加時期を調節することによ
ってホップ由来のリナロール量を調節した後、さらに必要によりリナロールを麦芽飲料に
加えることによって、風味改善しようとする麦芽飲料のリナロール濃度を調節することを
含む。
【００２６】
　本発明の一つの好ましい態様によれば、本発明による製造方法において、風味改善しよ
うとする麦芽飲料は、未発酵の麦汁から麦汁フレーバーを低減させることによって得られ
たものである。
【００２７】
　また本発明の別の態様によれば、本発明による製造方法により製造された、未発酵のビ
ール風味麦芽飲料が提供される。
【００２８】
　本発明のさらに別の態様によれば、リナロールと、アセトアルデヒドとを含んでなる、
ビール風味麦芽飲料に発酵風味を付与するための風味改善剤が提供される。
【００２９】
　本発明の別の好ましい態様によれば、麦芽飲料は、未発酵の麦汁から麦汁フレーバーを
低減させることによって得られた未発酵の麦芽飲料である。
【００３０】
　本発明によれば、酵母による発酵処理を経ていない麦汁より得られた未発酵の麦芽飲料
の風味を改善して、豊かで優れた発酵感を持ち、かつ、ビールにより近い風味と味わいを
もった、おいしい未発酵の麦芽飲料とすることが可能となる。本発明に従い風味改善され
て得られた飲料は、事実上、アルコールを全く含まないため、従来市販されている低アル
コールビール風味飲料とは根本的に異なるものであり、交通法規上も問題なく車両の運転
に際し飲用が可能である。また、適正飲酒の観点からも、至酔することなくビール飲用の
心理的満足が得られるため、ビール系飲料に代替して、休肝日の選択肢とすることで心身
両面の健康増進と、ビール過剰摂取による健康被害を抑制する効果も期待できる。このた
め、発酵処理を経ない、未発酵の麦汁を使用した麦芽飲料でありながら、ビール様の優れ
た発酵感を備えており、これまで両立しえなかったアルコールゼロと発酵風味という需要
者のニーズに同時に応えることができる点で有利であるといえる。
【発明の具体的説明】
【００３１】
定義
　本発明において「麦芽飲料」とは、麦汁を主体とする飲料を意味し、炭酸ガス等により
清涼感が付与された麦芽清涼飲料も含まれるものとする。
【００３２】
　またここで「発酵風味」（または発酵感）とは、麦汁の酵母等による発酵処理の結果、
ビール風味の飲料が持つ、発酵飲料特有の風味をいう。この発酵風味の存在は、ビール風
味の麦芽飲料の風味、香味を左右するものであり、ビール様の発酵風味に優れた飲料は、
需要者にビールかそれに近いおいしさと、豊かな味わいを提供し得る。
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【００３３】
　本発明において「ビール風味」とは、通常にビールを製造した場合、すなわち、酵母等
による発酵に基づいてビールを製造した場合に得られるビール特有の味わい、香りをいう
。
【００３４】
　ここで「風味改善しようとする麦芽飲料」とは、酵母等による発酵処理を経ていない、
麦汁を主体とする飲料であって、ビール様の発酵風味が不足しているか、または発酵風味
を改善することが望まれる麦芽飲料をいう。本発明においては、「風味改善しようとする
麦芽飲料」として、未発酵の麦汁を主体とするものを使用していることから、風味改善さ
れて得られる未発酵麦芽飲料は、発酵に由来するアルコール成分を一切含まない。
【００３５】
　また「風味の改善」には、発酵風味の無いまたはほとんど感じられない飲料に、発酵風
味を付与することが包含される他、発酵風味の弱いまたは不足していると感じられる飲料
において、発酵風味を増強すること、さらには発酵風味は感じられるもののそこに含まれ
る様々な味、香り等による風味バランスをさらに改善することでより良い発酵風味バラン
スとすることをも包含される。
【００３６】
　本発明において「完全無アルコール」とは、アルコールが全く含まれないこと、すなわ
ち、アルコール含量が０重量％であることを意味する。
【００３７】
　「リナロール」は、モノテルペンアルコールの一種であり、一般的には、スズラン、ラ
ベンダー、ベルガモット様の芳香を持つことが知られている香料の一種として知られてい
る。ビール製造においては、製造に使用されるホップから得られるホップ精油中に含まれ
ることが知られている。したがって、これら植物より抽出することで得ることができる。
また、例えばピネン、アセチレンとアセトン、イソプレンなどを出発原料として工業的に
合成し得ることも知られている。本発明においては、リナロールは必要により市販品を使
用することができる。
【００３８】
　本発明において「麦汁フレーバー」とは、未発酵の麦汁に特有のフレーバー（香り）を
意味する。このような未発酵麦汁に特有のフレーバーとしては、麦汁の煮沸で熱分解によ
り発生する飴様臭や穀物様臭のような不快なフレーバー（本明細書において「不快な麦汁
フレーバー」ということがある）が挙げられ、これらの臭気は、フェニルアセトアルデヒ
ド（ｐｈｅｎｙｌａｃｅｔａｌｄｅｈｙｄｅ）、メチオナール（ｍｅｔｈｉｏｎａｌ）、
フルフラール（ｆｕｒｆｕｒａｌ）といった各種アルデヒド類に由来していると考えられ
ている。
【００３９】
　本発明において、麦汁または飲料中のリナロール濃度およびアセトアルデヒド濃度は、
公知の方法によって測定することができる。例えば、リナロール濃度であればＧＣ／ＭＳ
など、アセトアルデヒド濃度であれば、ＦＩＤ検出器付きヘッドスペースガスクロマトグ
ラフを使用して測定することができる。ここで、ＧＣ／ＭＳは市販の装置であれば問題な
く使用可能である。より具体的には、例えば、後述する実施例に記載の測定法によりそれ
ぞれ測定することができる。
【００４０】
麦芽飲料の風味の改善
　前記したように、本発明によれば、風味改善しようとする麦芽飲料中のリナロールの濃
度とアセトアルデヒドの濃度とを調整することによって、飲料に発酵風味を付与または増
強することを特徴とする、未発酵のビール風味麦芽飲料の製造方法が提供される。好まし
くは、本発明によれば、リナロールとアセトアルデヒドとを、風味改善しようとする麦芽
飲料に加えることによって、飲料に発酵風味を付与または増強することを特徴とする、未
発酵のビール風味麦芽飲料の製造方法が提供される。本発明の別の態様によればまた、リ
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ナロールとアセトアルデヒドとを、風味改善しようとする麦芽飲料に加えることによって
、飲料に発酵風味を付与または増強することを特徴とする、未発酵のビール風味麦芽飲料
の風味の改善方法が提供される。
【００４１】
　ここで、風味改善しようとする麦芽飲料は、発酵処理を経ない未発酵の麦汁由来のもの
であって、必要によりさらに麦汁フレーバーを低減させることによって得られるものであ
る。より具体的には、風味改善しようとする麦芽飲料は、麦汁を調製し、必要により麦汁
フレーバー低減処理に麦汁を付してフレーバーを低減させ、得られた麦汁を濾過すること
により、製造することができるものである。
【００４２】
　なお、ここで風味改善しようとする麦芽飲料を得る際に、麦汁フレーバーを低減させる
工程は必須ではなく任意工程である。従って、本発明による方法は、このような低減処理
を施さない麦汁由来の飲料に対しても適用できる。この場合、本発明の方法によって、麦
汁フレーバーの低減と、発酵感の増強効果を得ることができる。このような麦汁フレーバ
ーの低減効果も併せて期待できるのは、本発明によって、発酵感を含むフレーバーのバラ
ンスを改善する効果が得られるからと考えられる。
【００４３】
　以下、麦汁の調製、任意の麦汁フレーバー低減処理、および麦芽飲料の濾過の順に、麦
汁由来の麦芽飲料の調製過程を具体的に説明する。
【００４４】
　まず麦汁の調製は、常法に従って行うことができ、例えば、（ａ）麦芽粉砕物と水の混
合物を糖化し、濾過して、麦汁を得る工程、（ｂ）得られた麦汁にホップを添加した後、
煮沸する工程、（ｃ）煮沸した麦汁を冷却する工程を行うことにより得ることができる。
【００４５】
　工程（ａ）において、麦芽粉砕物は、大麦、例えば二条大麦を、常法により発芽させ、
これを乾燥後、所定の粒度に粉砕したものであれば良い。
【００４６】
　麦芽粉砕物と水の混合物には副原料を添加してもよい。副原料としては、例えば、米、
コーンスターチ、コーングリッツ、糖類（例えば、果糖ぶどう糖液糖などの液糖）、食物
繊維などが挙げられる。副原料が糖類の場合には麦汁を糖化ないし濾過した後に添加して
もよい。また、水はその全量を麦芽粉砕物と混合しても、あるいはその一部を麦芽粉砕物
と混合し、残りを全部または分割して糖化後の麦汁に添加してもよい。麦汁を構成する麦
芽粉砕物、副原料および水の割合は適宜決定することができる。
【００４７】
　麦汁を構成する麦芽粉砕物、副原料および水の割合は適宜決定することができるが、工
程（ｃ）の後に得られる麦汁の糖度が３～２０％、好ましくは、７～１４％となるように
麦芽粉砕物、副原料および水の割合を決定してもよい。麦芽粉砕物、副原料および水の割
合は、例えば、麦芽粉砕物１００重量部に対して、副原料０～１００重量部、水４００～
２０００重量部、好ましくは、副原料０～３０重量部、水６００～１３００重量部とする
ことができる。副原料が果糖ブドウ糖液糖および食物繊維の場合には、麦芽粉砕物、副原
料および水の割合は、例えば、麦芽粉砕物１００重量部に対して、副原料１０～４０重量
部、水８００～１５００重量部、好ましくは、副原料２０～３０重量部、水１０００～１
２００重量部とすることができる。この場合、果糖ブドウ糖液糖と食物繊維の重量比（固
形分）は１：０．１～１０とすることができる。
【００４８】
　上記混合物の糖化および濾過は常法に従って実施することができる。
【００４９】
　工程（ｂ）では、（ａ）で得られた麦汁にホップを添加した後、煮沸することによりホ
ップの風味・香気を煮出することができる。煮沸後、沈殿により生じたタンパク質などの
粕を除去してもよい。ここで、麦汁に対するホップの添加量は、該麦汁量に対して、
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例えば、０．０１～０．５重量％程度であることができる。
【００５０】
　工程（ｃ）では、煮沸した麦汁を冷却する。この冷却は、麦汁が凍らない程度の極力低
い温度、通常、１～５℃まで冷却するのが望ましい。
【００５１】
　麦汁には、必要により、色素、起泡・泡持ち向上剤などの添加剤を添加してもよい。こ
れらの添加剤は、麦汁の糖化前に添加しても、麦汁を糖化ないし濾過した後に添加しても
よい。
【００５２】
　なお必要であれば、本発明による方法のリナロールとアセトアルデヒドの濃度の調整（
好ましくはリナロールとアセトアルデヒドの添加）を、この段階で行ってもよく、またそ
れらの添加を部分的にここで行っても良い。
【００５３】
　あるいは、本発明では、前記工程（ｂ）において、麦汁にホップを添加した後の時間を
調節し、また加えるホップの量を調節することで、得られる麦汁中のホップ由来のリナロ
ール量を調整することができる。添加するホップの量が同じであれば、麦汁にホップを添
加した後の煮沸時間が長い方が、リナロールの濃度が高くなる傾向にあり、煮沸処理終了
後の麦汁静置時のものが一番、濃度が高くなる傾向にある。したがって、本発明において
、飲料中のリナロール濃度を調整する場合、ホップ添加後の麦汁の煮沸時間を調整するこ
とで、目的とする飲料のリナロール濃度に近づけることができ、目的の濃度に足りない場
合には、必要によりリナロールを添加すればよいことになる。
【００５４】
　また、本発明においては、製品飲料中のリナロール濃度は、麦汁に、ホップ精油（ホッ
プエキス）を加えることで調整することもできる。さらには、ホップ添加麦汁の煮沸時間
、ホップ添加量、ホップ精油添加量、リナロール添加量を組み合わせて調節することで、
目的とする飲料中のリナロール濃度とすることもできる。
【００５５】
　本発明においては、このようにして調製された麦汁を、必要に応じて、麦汁フレーバー
低減処理に付して、麦汁中の麦汁フレーバーを適宜低減させることができる。麦汁中の麦
汁フレーバーの低減方法としては、該フレーバーを麦汁より除去もしくは低減することが
できれば特に制限はなく、例えば、特開２００５－０１３１４２号公報で提案されている
ような発酵時バブリングにより、フレーバーを除去もしくは低減することができ、また、
各種吸着剤等により、麦汁フレーバーを吸着して除去もしくは低減するとしてもよい。
【００５６】
　必要により麦汁フレーバーの低減処理が施された麦汁を濾過して不要なタンパク質や吸
着剤を除去することができる。濾過は常法に従って行うことができるが、好ましくは、珪
藻土濾過機を用いて行うことができる。濾過に際しては、必要に応じて、予め脱気水を加
えて、希釈後の糖度が３～８％となるように調整することができる。
【００５７】
　濾過の後、通常のビールまたは発泡酒の製造において行われる工程、例えば、脱気水な
どによる最終濃度の調節、炭酸ガスの封入、低温殺菌（パストリゼーション）、容器（例
えば樽、壜、缶）への充填（パッケージング）、容器のラベリングなど、を適宜行うこと
ができる。
【００５８】
　本発明による方法において、リナロールとアセトアルデヒドを添加する場合、該添加は
、上記の麦汁の調製後であって、製品の殺菌、パッケージングなどの最終工程の前であれ
ば、いずれの段階においても行うことができる。例えば、任意工程である麦汁フレーバー
低減処理段階の後であって、製品のパッケージングなどの最終工程の前に、前記添加を行
っても良い。
【００５９】
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　またリナロールの添加に際しては、リナロールを予め溶媒に溶解させ、これを目的の麦
汁に添加することができる。このとき、リナロールを溶解させる溶媒としては、エタノー
ル以外の溶媒であって、飲料に添加可能な人体等に有害でない溶媒が選択される。そのよ
うな溶媒としては、例えば、プロピレングリコールなどが挙げられる。
【００６０】
　本発明の好ましい態様によれば、本発明による方法は、得られる麦芽飲料中におけるリ
ナロールおよびアセトアルデヒドの濃度が、それぞれ風味改善に有効な濃度となるように
、リナロールとアセトアルデヒドとを、風味改善しようとする麦芽飲料に加えることを含
んでなる。
【００６１】
　ここで、風味改善に有効な濃度とは、風味が改善された場合、すなわち適切な発酵風味
が付与された麦芽飲料中におけるリナロール濃度およびアセトアルデヒド濃度の範囲をい
う。これらは例えば、後述する実施例の官能評価によって、これらがそれぞれ濃度範囲に
あるかどうかを容易に判定することができる。本発明ではこのような風味改善に有効な濃
度を麦芽飲料が保持するように、風味改善しようとする麦芽飲料に、リナロールおよびア
セトアルデヒドを必要により加える。
【００６２】
　リナロールは、ホップ精油からも得られることから、リナロール濃度が高くなるにつれ
て、飲料におけるホップフローラル感が増す傾向にある。一方、アセトアルデヒドは、麦
芽フレーバーにもアルデヒド類が含まれることからも分かるように、濃度が高くなりすぎ
ると、発酵風味を超えて不快な香りを生ずる傾向にある。リナロールとアセトアルデヒド
の使用量が少なすぎると、十分な発酵感を得ることができない一方で、多すぎると発酵感
が強すぎ、次第に需要者に望まれない香りとなる。またリナロールとアセトアルデヒドは
両者は等量であれば良いのではなく、両者を適度なバランス良く存在させることで、ビー
ル様の発酵風味のバランス（香味バランス）の良い優れた発酵感を奏することができる。
【００６３】
　本発明の一つの好ましい態様によれば、例えば、得られる麦芽飲料中におけるリナロー
ルの濃度は０．８～１５０μｇ／Ｌ（またはｐｐｂ）、およびアセトアルデヒドの濃度は
０．８～６０ｍｇ／Ｌ（またはｐｐｍ）となるような濃度であることができる。本発明の
より好ましい態様によれば、得られる麦芽飲料中におけるリナロールの濃度は１～１２５
μｇ／Ｌ（またはｐｐｂ）、およびアセトアルデヒドの濃度は１～５０ｍｇ／Ｌ（または
ｐｐｍ）となるような濃度である。さらに好ましくは、得られる麦芽飲料中におけるリナ
ロールおよびアセトアルデヒドの濃度は、風味改善に有効な濃度であって、リナロールの
濃度が１～１２５μｇ／Ｌ（またはｐｐｂ）、およびアセトアルデヒドの濃度が１～５０
ｍｇ／Ｌ（またはｐｐｍ）から選択される濃度である。
【００６４】
　本発明のさらに好ましい態様によれば、風味改善に有効なリナロールの濃度は、１～１
２０μｇ／Ｌであり、好ましくは１～１００μｇ／Ｌであり、より好ましくは１～７２μ
ｇ／Ｌであり、さらに好ましくは１～６０μｇ／Ｌであり、さらにより好ましくは１～５
０μｇ／Ｌであり、さらにより好ましくは１～４３．２μｇ／Ｌであり、さらに好ましく
は１～３６μｇ／Ｌであり、もっと好ましくは１．６～３６μｇ／Ｌであり、さらにもっ
と好ましくは２～３６μｇ／Ｌであり、さらに好ましくは２～３０μｇ／Ｌであるかまた
は４．８～３６μｇ／Ｌであり、さらにより好ましくは６～３０μｇ／Ｌであり、もっと
好ましくは６．４～２１．６μｇ／Ｌであり、さらにもっと好ましくは８～１８μｇ／Ｌ
であり、さらにもっと好ましくは９．６～１８μｇ／Ｌであり、よりさらにもっと好まし
くは９．６～１５μｇ／Ｌであり、特に好ましくは９．６～１４．４μｇ／Ｌであり、特
により好ましくは１０～１４μｇ／Ｌであり、特にさらに好ましくは１１～１３μｇ／Ｌ
であり、最も好ましくは１２μｇ／Ｌである。
【００６５】
　またこのとき、風味改善に有効なアセトアルデヒドの濃度は、１．６～４８ｍｇ／Ｌで
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あり、好ましくは２～４８ｍｇ／Ｌであり、より好ましくは２～４０ｍｇ／Ｌであり、さ
らに好ましくは３～４０ｍｇ／Ｌであり、さらにより好ましくは４～３６ｍｇ／Ｌであり
、もっと好ましくは４～３０ｍｇ／Ｌであり、もっとより好ましくは５～３０ｍｇ／Ｌで
あり、さらにもっと好ましくは５～２５ｍｇ／Ｌであり、さらに好ましくは６．４～１８
ｍｇ／Ｌであり、もっと好ましくは８～１５ｍｇ／Ｌであり、特に好ましくは８～１２ｍ
ｇ／Ｌであり、特により好ましくは９～１１ｍｇ／Ｌであり、最も好ましくは１０ｍｇ／
Ｌである。
　本発明における風味改善に有効な濃度は、このようなリナロール濃度の範囲とアセトア
ルデヒド濃度の範囲の組合せから選択される。
【００６６】
　本発明の別のさらに好ましい態様によれば、得られる麦芽飲料中において、
・リナロール濃度が０．８～７２μｇ／Ｌである場合にアセトアルデヒド濃度が４～６０
ｍｇ／Ｌであり、かつ、
・リナロール濃度が４８～１５０μｇ／Ｌである場合にアセトアルデヒド濃度が０．８～
６０ｍｇ／Ｌである。さらにより好ましくは、
・リナロール濃度が１～６０μｇ／Ｌである場合にアセトアルデヒド濃度が５～５０ｍｇ
／Ｌであり、かつ、
・リナロール濃度が６０～１２０μｇ／Ｌである場合にアセトアルデヒド濃度が１～５０
ｍｇ／Ｌである。特に好ましくは、
・リナロール濃度が１～６０μｇ／Ｌである場合にアセトアルデヒド濃度が５～２５ｍｇ
／Ｌであり、かつ、
・リナロール濃度が６０～１２０μｇ／Ｌである場合にアセトアルデヒド濃度が１～２５
ｍｇ／Ｌである。
【００６７】
　本発明の一つのより好ましい態様によれば、本発明による方法において、得られる麦芽
飲料中におけるリナロールおよびアセトアルデヒドのそれぞれの濃度を、前記した関係式
（Ａ）を満たすように、調整することを含んでなる。
　なお、これら関係式の前者は、後述する実施例のリナロール濃度６０μｍ／Ｌでかつア
セトアルデヒド濃度１ｍｇ／Ｌの場合と、リナロール濃度０μｍ／Ｌでかつアセトアルデ
ヒド濃度１０ｍｇ／Ｌの場合に基づいて算出したものであり、後者の式は、後述する実施
例のリナロール濃度１２０μｍ／Ｌでかつアセトアルデヒド濃度１２ｍｇ／Ｌの場合と、
リナロール濃度０μｍ／Ｌでかつアセトアルデヒド濃度６０ｍｇ／Ｌの場合に基づいて算
出したものである。後者の式は、好ましくは、１０００Ｌｎ＜－３Ａ＋１５０であること
ができる。
【００６８】
　本発明のさらにより好ましい態様によれば、得られる麦芽飲料中において、リナロール
濃度は６～３０μｇ／Ｌであってアセトアルデヒド濃度は５～２５ｍｇ／Ｌであり、さら
に好ましくはリナロール濃度は９．６～１８μｇ／Ｌであってアセトアルデヒド濃度は８
～１５ｍｇ／Ｌであり、さらにより好ましくはリナロール濃度は９～１１μｇ／Ｌであっ
てアセトアルデヒド濃度は９～１１ｍｇ／Ｌであり、最も好ましくはリナロール濃度は１
２μｇ／Ｌであってアセトアルデヒド濃度は１０ｍｇ／Ｌである。
【００６９】
　本発明の別の態様によれば、前記したように、本発明による方法により発酵風味が改善
され、製造された、未発酵のビール風味麦芽飲料が提供される。
【００７０】
　本発明のさらに別の態様によれば、前記したように、リナロールと、アセトアルデヒド
とを含んでなる、ビール風味麦芽飲料に発酵風味を付与するための風味改善剤が提供され
る。好ましくは、麦芽飲料は、未発酵の麦汁から麦汁フレーバーを低減させることによっ
て得られた未発酵の麦芽飲料である。より好ましくはここで、リナロールとアセトアルデ
ヒドは、風味改善しようとする麦芽飲料において、それぞれ風味改善に有効な濃度となる
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【実施例】
【００７１】
　以下の例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの例に限定されるも
のではない。
【００７２】
実施例１：　完全無アルコールの麦芽飲料の調製
　（１）麦汁の調製
　仕込槽に麦芽粉砕物２００ｋｇに温水７００Ｌを加えて混合し、５０～７６℃で糖化を
行った。糖化工程終了後、これを麦汁濾過槽において濾過して、その濾液として透明な麦
汁を得た。
　得られた麦汁を煮沸釜に移し、これに液糖を主体とする副原料８０ｋｇ（固形分換算）
を加え、更にホップを１ｋｇ加えて、１００℃で煮沸した。煮沸した麦汁をワールプール
槽に入れて、沈殿により生じたタンパク質などの粕を除去した。この際、煮沸後の麦汁に
温水を加え、糖度を７％に調整した。
　得られた麦汁をプレートクーラーで４℃まで冷却し、飲料用に使用する麦汁１，８００
Ｌを得た。なお、振動式密度計により測定した２０℃における密度を糖度（％）とした。
【００７３】
　（２）麦芽飲料の濾過
　前記（２）のようにして処理された麦汁に脱気水を加えて珪藻土濾過機により濾過し、
糖度を４％に調整した完全無アルコール（アルコール含量が０重量％）の麦芽飲料を得た
。
【００７４】
実施例２：　風味の改善
　実施例１のようにして麦芽飲料を得、ここに下記濃度のリナロールおよびアセトアルデ
ヒドをそれぞれ加えて溶解させ、サンプルを調製した。
　・リナロール濃度：０、１．２、１２、１２０　μｍ／Ｌ；
　・アセトアルデヒド濃度：０、１、１０、５０、１００　ｍｇ／Ｌ。
【００７５】
　各サンプルの発酵感について、専門のパネリスト３名による下記基準の官能評価を実施
した。
　判断基準：
　　　０：感じない、
　　　１：僅かに感じる、
　　　２：弱く感じる、
　　　３：適切に感じる、
　　　４：少々強く感じる、
　　　５：強く感じる、
　　　６：強すぎる
　評価結果は、各パネリストの結果の最小値であり、上記評価中、２～５を許容範囲とし
、特に２～４を正常、３を特に望ましいものと評価した。
【００７６】
　結果は下記表１に示される通りであった。
【００７７】
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【表１】

【００７８】
　結果から、リナロール濃度が高くなるにつれて、ホップフローラル感が感じられ、アセ
トアルデヒドが無い場合のリナロール濃度１２０μｇ／Ｌの場合でも、一応の適度な発酵
感が得られた。
　また、アセトアルデヒドが１ｍｇ／Ｌでリナロールが６０および１２０μｇ／Ｌの場合
、および、アセトアルデヒドが１０ｍｇ／Ｌでリナロール０、１．２、１２、６０μｇ／
Ｌの場合でも、同じ適度の発酵感か、またはそれより強めの発酵感が得られた。
　一方、アセトアルデヒドが５０ｍｇ／Ｌ以上の場合には、いずれも発酵感が強めの傾向
にあった。
【００７９】
　この内、上記で評価が「３」の場合が適度な発酵感の場合とされているが、この中でも
、リナロール濃度１２μｇ／Ｌで、アセトアルデヒド濃度１０ｍｇ／Ｌの場合が最も、発
酵感のバランスに優れ望ましいものであった。この場合、リナロールの濃度も、望ましい
発酵感を得る観点で最小とすることができ、この観点からも望ましいものであった。
【００８０】
実施例３：　麦芽飲料中のリナロールおよびアセトアルデヒドの実測濃度
　実施例１のようにして麦芽飲料を得、ここに下記濃度のリナロールおよびアセトアルデ
ヒドをそれぞれ加えて溶解させ、サンプルを調製した。
　次いで各サンプル中のアセトアルデヒド濃度およびリナロール濃度の実測値を、下記の
ような測定法に従ってそれぞれ測定した。
【００８１】
　(a)　アセトアルデヒド濃度の測定法
　麦芽飲料中のアセトアルデヒドはＦＩＤ検出器付きヘッドスペースガスクロマトグラフ
を用いて測定した。
　ヘッドスペースサンプル瓶に氷冷した麦芽飲料１０ｍｌを移しとり、これに内部標準液
１ｍｌを加え、密栓した。内部標準液としては、エタノールで２００ｍｇ／Ｌに希釈した
ｎ－ブタノールを用いた。密栓したヘッドスペースサンプル瓶はヘッドスペースオートサ
ンプラーにより４０℃、１０分間保温後、気相部分をガスクロマトグラフに注入した。ア
セトアルデヒド濃度は、クロマトグラムのピーク面積をもとに、あらかじめ作成した検量
線により算出した。検量線の作成は、４％エタノールで段階的に希釈したアセトアルデヒ
ド標準液を、麦芽飲料の測定と同様の方法でガスクロマトグラフに注入して作成した。
【００８２】
　ここで、ガスクロマトグラフ測定条件は以下の通りであった。
　　カラム：　ＤＢ－１（Agilent Technologies社製）、長さ３０ｍ、
　　　　　　　内径０．３２ｍｍ、膜厚５μｍ
　　インジェクター温度：　２００℃
　　検出器：　ＦＩＤ　（株式会社島津製作所製）
　　検出器温度：　２００℃
　　カラム温度： ４０℃．３ｍｉｎ、４℃／ｍｉｎ、９０℃．０ｍｉｎ、
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　　　　　　　　 ２０℃／ｍｉｎ、１８０℃．　２ｍｉｎ
　　キャリアーガス：ヘリウムガス（５０ｃｍ／ｓｅｃ）
【００８３】
　(b)　リナロール濃度の測定法
　麦芽飲料中のホップ香気成分であるリナロール濃度は、市販のＧＣ／ＭＳ装置を使用し
て測定した。
　飲料中の香気の成分の抽出方法は、Ｃ１８固相カラムで抽出し、それをＧＣ／ＭＳに供
した。内部標準物質にはボルネオール（Ｂｏｒｎｅｏｌ）およびリナロール（Ｌｉｎａｌ
ｏｏｌ）を用いボルネオールおよびリナロールの特定イオンの相対的強度から定量した。
【００８４】
　ＧＣ／ＭＳにおけるホップ香気成分の分析条件は下記のとおりであった。
　・ＧＣ／ＭＳ分析条件

　　キャピラリーカラム：　ＨＰ－ＩＮＮＯＷＡＸ（商品名）
　　　　　　　　　　　　 （Agilent Technologies社製）
　　　　　　　　　　　　 （長さ６０ｍ、内径０．２５ｍｍ、膜厚０．２５μｍ）
　　オーブン温度：　４０℃，０．３ｍｉｎ－３℃／ｍｉｎ→２４０℃，２０ｍｉｎ
　　キャリアガス：　Ｈｅ、１０ｐｓｉ低圧送気
　　トランスファーライン温度：　２４０℃
　　ＭＳイオンソース温度：　２３０℃
　　ＭＳＱポール温度：　１５０℃
　　フロント注入口温度：　２００℃
　　モニタリングイオン：　ｍ／ｚ＝９３、１１０　　　
　　定量に用いたイオン：　Ｂｏｒｎｅｏｌ　ｍ／ｚ＝１１０
　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｎａｌｏｏｌ　ｍ／ｚ＝６９
【００８５】
　結果は下記表２および３に示されるとおりであった。
【００８６】

【表２】

【００８７】

【表３】

【００８８】
実施例４：　
　実施例１の「（１） 麦汁の調製」において、ホップの添加量と、ホップ添加後の煮沸
時間を下記表４の通りとした麦汁サンプルを得、各サンプルについて、上記と同様にして
リナロール濃度を測定した。またホップ添加量１ｇ／Ｌで煮沸時間５分の場合のサンプル
には、さらに、表４のような各濃度のホップ精油（ホップエキス）（超臨界炭酸ガス抽出
法によって得られるホップ精油分画品（Hops and Hop Products the EBC Technology and
 Engineering Forum Nurnberg, p107-118, 1997））を加えたサンプルも調製し、これら
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【００８９】
　結果は下記表４に示されるとおりであった。
【００９０】
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