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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳脂肪分が０．５重量％以下、無脂乳固形分が１．２～４．０重量％、ｐＨが６．５以
下、炭酸ガス圧が２．５～４．０ｋｇ／ｃｍ２である、発酵乳および乳酸を含む清涼飲料
水。
【請求項２】
　発酵乳由来の無脂乳固形分の量が０．０５重量％以上である、請求項１に記載の清涼飲
料水。
【請求項３】
　乳成分として脱脂粉乳をさらに含む、請求項１または２に記載の清涼飲料水。
【請求項４】
　乳脂肪分が０．５重量％以下、無脂乳固形分が１．２～４．０重量％、ｐＨが６．５以
下になるように、発酵乳および乳酸を含む飲料を調整する工程と、
　炭酸ガス圧が２．５～４．０ｋｇ／ｃｍ２になるように飲料に炭酸ガスを含ませる工程
と、
を含む、乳脂肪分が０．５重量％以下、無脂乳固形分が１．２～４．０重量％である清涼
飲料水の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、泡立ちと泡持ちが良好である、乳成分を含む炭酸飲料、及び、その製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭酸飲料においては、良好な泡の形成（泡立ちともいう）や、安定な泡の持続性（泡持
ちともいう）は、飲用時の爽快感や口当たりに影響を及ぼす。特に、乳成分を含む炭酸飲
料の泡は、キメ細かく舌の上で優しく弾ける口当たりが特徴であり、この泡の存在により
、乳の臭みや酸味の刺激が緩和され、まろやかな乳の味わいが形成される。
【０００３】
　一方、乳成分を含む炭酸飲料は、保管中の乳化状態の安定性の観点から、乳脂肪分を低
くすること、具体的には０．５重量％以下にすることが望ましい。しかし、乳脂肪分の量
が少なくなると、炭酸飲料における泡の形成に悪影響を及ぼし、従来の乳成分を含む炭酸
飲料では、グラスに注ぐ際の泡立ちが悪く、さらに注ぐと同時に泡が消えてしまい、飲用
時の爽快感や口当たり、乳の味わいを十分に楽しむことができなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１１号公報
【特許文献２】国際公開ＷＯ２０１０／０３５８６９号
【特許文献３】特開２００６－１２９７８７号公報
【特許文献４】特開２０００－２５３８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、低乳脂肪分にもかかわらず、良好な泡立ちと泡持ち、乳のまろやかな
味わいを有する、従来にない炭酸飲料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記目的を達成するため、鋭意研究を行った結果、驚くべきことに、飲
料中の無脂乳固形分の量と炭酸ガス圧を所定の範囲にすることによって、泡立ちと泡持ち
の向上が実現できることが明らかとなった。
【０００７】
　本発明は、これに限定されるものではないが、以下の態様を包含する。
（１）　乳脂肪分が０．５重量％以下、無脂乳固形分が１．２～４．０重量％であり、炭
酸ガス圧が１．５～４．０ｋｇ／ｃｍ２である炭酸飲料。
（２）　発酵乳を含む、（１）に記載の炭酸飲料。
（３）　発酵乳由来の無脂乳固形分の量が０．０５重量％以上である、（１）または（２
）に記載の炭酸飲料。
（４）　ｐＨが６．５以下である、（１）～（３）のいずれかに記載の炭酸飲料。
（５）　乳脂肪分が０．５重量％以下、無脂乳固形分が１．２～４．０重量％になるよう
に飲料を調整する工程と、炭酸ガス圧が１．５～４．０ｋｇ／ｃｍ２になるように飲料に
炭酸ガスを含ませる工程と、を含む、乳脂肪分が０．５重量％以下、無脂乳固形分が１．
２～４．０重量％である炭酸飲料の製造方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、乳成分を含有する炭酸飲料において、泡立ちと泡持ちを向上できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実験例で評価した各種飲料における泡立ちの評価結果を示した図である。
【図２】実験例で評価した各種飲料における泡持ちの評価結果を示した図である。
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【図３】実験例で評価した各種飲料における無脂乳固形分と泡立ち（泡の液量）の関係を
示した図である。
【図４】実験例で評価した各種飲料における無脂乳固形分と泡持ち（泡消失時間）の関係
を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　炭酸飲料
　本発明の炭酸飲料とは、炭酸ガスを含有する飲料である。好ましい態様において本発明
の炭酸飲料はノンアルコール飲料である。また、本発明の炭酸飲料は乳成分を含み、具体
的には、乳成分を含む清涼飲料水及び乳酸菌飲料などが挙げられるが、発酵乳自体は本発
明の炭酸飲料には含まれない。なお、本明細書における清涼飲料水、乳酸菌飲料、発酵乳
は、食品衛生法に基づく分類と同じである。
【００１１】
　乳成分
　乳成分を含む原料としては、その由来や加工の有無を特に限定するものではないが、具
体的には例えば、牛乳、全粉乳、脱脂粉乳、調整粉乳、練乳、クリーム、発酵乳、乳酸菌
飲料、乳飲料、バター、チーズ、濃縮乳、濃縮ホエイ、ホエイパウダーなどが挙げられる
。本発明の炭酸飲料においては、乳のコクや味わい、さらには泡持ちの効果の面から、発
酵乳が含まれることが好ましい。発酵乳を用いる場合、その量は特に限定されるものでは
ないが、好ましくは、飲料中の発酵乳に由来する無脂乳固形分の量が０．０５重量％以上
、より好ましくは、０．５重量％以上である。
【００１２】
　無脂乳固形分
　無脂乳固形分とは、乳を構成する成分のうち、乳から水分と乳脂肪分を除いた値である
。すなわち、乳脂肪分と無脂乳固形分とを合計すると乳固形分となる。無脂乳固形分は、
ケルダール法によって測定された全窒素に換算係数を乗じて算出することができる。本発
明の炭酸飲料における無脂乳固形分の含有量は、１．２～４．０重量％であり、好ましく
は１．５～３．５重量％、より好ましくは１．５～３．０重量％である。無脂乳固形分の
含有量が低過ぎると、本発明の泡立ち・泡持ちの効果が得られにくい。また、無脂乳固形
分の含有量が高すぎると、乳の臭みやベタつきが際立ち、乳のまろやかな味わいが失われ
るおそれがある。
【００１３】
　乳脂肪分
　本発明の飲料の乳脂肪分は、０．５重量％以下である。乳脂肪分が０．５重量％より高
いと、保管中の乳化状態の安定性に悪影響を与えうる。好ましい範囲は０．２重量％以下
、より好ましい範囲は０．１重量％である。なお、乳脂肪分は、ゲルベル法またはレーゼ
ゴットリーブ法によって測定することができる。
【００１４】
　炭酸ガス圧
　本発明の炭酸（二酸化炭素）ガスは、炭酸ガスの圧入、炭酸水などのあらかじめ炭酸ガ
スを含む液の混合など、通常の方法により飲料に含ませることができる。本明細書におけ
るガス圧とは、２０℃における容器内ガス圧をいう。本発明の炭酸飲料のガス圧は１．５
～４．０ｋｇ／ｃｍ２、好ましくは２．０～４．０ｋｇ／ｃｍ２、より好ましくは２．５
～３．５ｋｇ／ｃｍ２である。ガス圧が低過ぎると、本発明の泡立ち・泡持ちの効果が得
られにくく、ガス圧が高過ぎると、炭酸の刺激により乳のまろやかな味わいが失われるお
それがある。
【００１５】
　ガス圧の測定は、当業者によく知られた方法によることができ、例えば、試料温度を２
０℃にし、ガスボリューム測定装置（京都電子工業株式会社製ＧＶＡ－５００Ａ等）を用
いて測定することができる。
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【００１６】
　炭酸飲料のｐＨ
　本発明の飲料のｐＨは、保存・流通における変敗抑制がなされる範囲であれば特に限定
はされないが、好ましくは６．５以下であり、より好ましくは４．５以下、さらに好まし
くは３．０～４．０である。
【００１７】
　ｐＨの調整は、通常の食品に使用される各種酸味剤を添加すればよい。具体的な酸味剤
としては、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、酒石酸、グルコン酸、コハク酸、各種果
汁（柑橘類、リンゴ、ベリー等）、これらの抽出エキス又はこれらの混合物を挙げること
ができる。
【００１８】
　その他成分
　本発明の炭酸飲料には、発明の効果に悪影響を与えない限り、乳成分以外に、糖、酸味
料、果汁、コーヒー、茶、ココア、香料、着色料、安定化剤、乳化剤、ビタミン、ミネラ
ル等の成分を加えることができる。また、充填時の泡噴きを防ぐために、シリコーン消泡
剤等を用いてもよい。
【００１９】
　容器詰飲料
　本発明の飲料は、炭酸ガスが含有されているため、容器詰飲料として提供することが好
ましい。容器は、ガラス瓶、ＰＥＴボトル、金属缶などの通常の物が挙げられる。当該容
器詰飲料は、加熱殺菌処理されてもよい。また、炭酸飲料を充填する容器は、再栓可能な
容器であることが好ましい。
【００２０】
　飲料の製造
　本発明の飲料は、当業者に知られる技術を組み合わせて製造することができる。この製
造方法においては、乳脂肪分が０．５重量％以下、無脂乳固形分が１．２～４．０重量％
になるように飲料を調整する工程と、炭酸ガス圧が１．５～４．０ｋｇ／ｃｍ２になるよ
うに飲料に炭酸ガスを含ませる工程を行うことが重要であり、これらにより、良好な泡立
ちや泡保持を有する炭酸飲料を得ることができる。さらに、飲料を容器に充填する工程、
加熱殺菌工程などを含んでいてよい。
【００２１】
　また別の観点からは、本発明は、容器詰め炭酸飲料、特に乳成分を含有する容器詰め炭
酸飲料において泡立ちおよび泡持ちを改善する方法と把握することもできる。
【実施例】
【００２２】
　以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも
のではない。また、本明細書においては、特記しないかぎり、単位は重量基準であり、数
値範囲はその端点を含むものとして記載される。
【００２３】
　実験例１：各種飲料の製造と評価
　炭酸飲料における無脂乳固形分の量と炭酸ガス圧が泡立ち及び泡持ちに及ぼす影響を検
討するため、各種飲料を製造し、それらの泡立ち及び泡持ちを測定した。
【００２４】
　＜各種飲料の製造＞
　まず、表１の配合で各原料を混合して炭酸飲料を調製し、４００ｍＬペットボトルに充
填した後、冷却して、容器詰め炭酸飲料を得た（実施例１）。この実施例１の炭酸飲料は
、乳酸によりｐＨが３．６に調整されており、乳固形分が１．５３重量％、乳脂肪分が０
．０３重量％、無脂乳固形分１．５重量％、ガス圧１．５ｋｇ／ｃｍ２であった。
【００２５】
　また、表１の脱脂粉乳とソーダ水の量を調整することで、無脂乳固形分及び炭酸ガス圧
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ｐＨはいずれも約３．６であり、乳脂肪分はいずれも０．０５重量％未満であった。
【００２６】
　なお、これら飲料の製造に用いた脱脂粉乳は、無脂乳固形分９５重量％、乳脂肪分１重
量％であり、発酵乳は、無脂乳固形分１０重量％、乳脂肪分０．２重量％である。どちら
も、市販品を用いた。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　＜各種飲料の評価＞
（１）泡立ちの評価
　室温２３℃の部屋にて、机上に静置されたガラス製２Ｌメスシリンダーの中に、飲料４
００ｍＬを注いだ。注ぎ方は、机上５０ｃｍの高さから約５秒／４００ｍＬの速さで一気
に注いだ。注いだ直後の泡の最上部のメスシリンダーの値を読み取り、その値から液量４
００ｍＬを引いた量を泡の量とした。したがって、例えば、泡の最上部の値が６５０ｍＬ
であれば、泡の量は６５０ｍＬ－４００ｍＬ＝２５０ｍＬとなる。そして、この泡の量に
より、泡立ちを３段階で評価した。評価基準は、以下のとおりである。
○（泡立ちが良好）：泡の量が４００ｍＬ以上
△（泡立ちがやや良好）：泡の量が２００ｍＬ以上
×（泡立ちが良好ではない）：泡の量が２００ｍＬ未満
（２）泡持ちの評価   
　上記の泡立ち評価の後、泡が消えて液量が４００ｍＬになるまでの時間を測定した。こ
の泡の消失時間により、泡持ちを３段階で評価した。評価基準は、以下のとおりである。
○（良好）：泡の消失時間が９０秒以上
△（やや良好）：泡の消失時間が６０秒以上
×（良好でない）：泡の消失時間が６０秒未満
　上記方法にて評価した結果を、表２、図１、図２に示す。また、ガス圧２．０ｋｇ／ｃ
ｍ２での無脂乳固形分と泡立ち・泡持ちの関係を図３および図４に示す。
【００２９】
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【表２】

【００３０】
　実験例２
　乳成分として発酵乳を用いて炭酸飲料を調製し、泡立ち及び泡持ちに及ぼす影響を検討
した。まず、表３の配合に従って、無脂乳固形分及びガス圧が一定で、発酵乳の量が異な
る飲料（実施例１８～２０）を調製した。発酵乳の量は、最終的な炭酸飲料における発酵
乳由来の無脂乳固形分の量が各々、０重量％、０．０５重量％、０．５重量％となるよう
に調整した。
【００３１】
　これら飲料はいずれも、乳固形分が１．７２重量％、乳脂肪分が０．０２重量％、無脂
乳固形分１．７重量％、ガス圧２．０ｋｇ／ｃｍ２であった。なお、これら飲料の製造に
用いた脱脂粉乳と発酵乳は実施例１と同じである。
【００３２】
　これら飲料の泡立ち及び泡持ちを実施例１と同様の方法で測定した。結果を表４に示す
が、乳成分として発酵乳を用いることで、本発明の泡持ちの効果が著しく向上されうるこ
とが明らかとなった。
【００３３】
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【表３】

【００３４】
【表４】

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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