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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天然青果物の酵素飲料の製造方法であって、ここで、酵素飲料は、乳酸菌および酵母を
用いた発酵基質の段階的な発酵によって調製され、発酵基質は、青果物の軟塊および海産
魚皮コラーゲンペプチド粉末を含有し、青果物の軟塊は、少なくとも２種以上の青果物を
搾汁し、それらを混合することによって調製される、天然青果物の酵素飲料の製造方法。
【請求項２】
　発酵基質は青果物の軟塊および海産魚皮コラーゲンペプチド粉末を含有し、青果物の軟
塊は、少なくとも２種以上の青果物ならびに１種または複数種の食用菌類および海藻を搾
汁し、それらを混合することによって調製される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　海産魚皮コラーゲンペプチド粉末は、１０００未満の平均分子量を有する、請求項１ま
たは２に記載の方法。
【請求項４】
　以下のステップ：
　（１）発酵基質の調製：基本的に同じ重量比の少なくとも２種の青果物を搾汁し、それ
らを混ぜて青果物ジュースを形成し、青果物ジュースを基本的に同じ体積の精製水で希釈
して青果物の軟塊を形成し、軟塊中に２～３％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラーゲンペプチド
粉末を加え、高温滅菌して冷却するステップ；
　（２）乳酸菌による発酵：発酵基質中に、発酵基質を基準として２～４Ｕ／１０００Ｌ
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の乳酸菌スターター菌を加え、発酵を３０～３５℃の温度で行い、ｐＨが４．３に達した
ら終了し、乳酸菌発酵液を形成するステップ；
　（３）酵母による発酵：乳酸菌発酵液中に、蔗糖および１．０～１．５％（ｗ／ｖ）の
海産魚皮コラーゲンペプチド粉末を加え、高温滅菌し、冷却し、次いで０．０８～０．１
２％（ｗ／ｖ）の高活性乾燥酵母を加え、発酵を２５～３０℃の温度で行い、ｐＨが４．
０に達したら終了し、続いて、結果として生じる発酵生成物を高温で滅菌し、それを冷却
し、酵母発酵液を形成するステップ；および
　（４）均質化、濃縮および混合：酵母発酵液を均質化し、濃縮および混合して、酵素飲
料を得るステップ
を含む方法によって調製される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法が、さらに以下の：
　　均質化し、１０Ｂｒｉｘに濃縮後、酵母発酵液を遠心分離し濾過し、結果として生じ
る濾液に甘味料を加えて混合し、次いで、濾過し滅菌するステップ
を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記方法が、さらに以下の：
　濾液の重量を基準として、０．５～１．０％のマルチトール、０．１～０．２％のガラ
クトオリゴ糖および０．０１～０．０２％のアセスルファムを濾液中に加えるステップと
、それらを混合するステップと、続いて、再び濾過し滅菌するステップと
を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　天然青果物の酵素飲料を調製する方法であって、以下のステップ：
　（１）発酵基質の調製：基本的に同じ重量比の２種以上の新鮮な青果物を洗浄し、切っ
た後、搾汁し、それらを混合して青果物ジュースを形成し、ジュースを基本的に同じ体積
の精製水で希釈して青果物の軟塊を形成し、軟塊中に２～３％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラ
ーゲンペプチド粉末を加え、次いで、結果として生じる混合物を発酵槽で高温滅菌し、冷
却するステップ；
　（２）乳酸菌による発酵：発酵基質中に２～４Ｕ／１０００Ｌの乳酸菌スターター菌を
加え、発酵を３０～３５℃の温度で行い、ｐＨが４．３に達したら終了し、乳酸菌発酵液
を形成するステップ；
　（３）酵母による発酵：乳酸菌発酵液中に、適当量の蔗糖および１．０～１．５％（ｗ
／ｖ）の海産魚皮コラーゲンペプチド粉末を加え、結果として生じる混合物を高温滅菌し
、冷却し、次いで、０．０８～０．１２％（ｗ／ｖ）の高活性乾燥酵母を加え、発酵を２
５～３０℃の温度で行い、ｐＨが４．０に達したら終了し、続いて、高温滅菌し、冷却し
て、酵母発酵液を形成し、次いで、それを１４～２１日間、８～１２℃で貯蔵するステッ
プ；および
　（４）均質化、濃縮および混合：酵母発酵液を４０ＭＰａで１０～１５分間均質化し、
６０～８０℃で１０Ｂｒｉｘに濃縮し；２５００～３５００ｒｐｍで１５～２５分間遠心
分離して濾過し；結果として生じる濾液に甘味料を加え混合し、次いで、濾過し、低温殺
菌して酵素飲料を得るステップ
を含む、方法。
【請求項８】
　濾過し低温殺菌するステップの前に、０．５～１．０％のマルチトール、０．１～０．
２％のガラクトオリゴ糖および０．０１～０．０２％のアセスルファムを濾液中に加え、
酵素飲料を得る、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　発酵基質を調製するステップが、さらに、前記新鮮な青果物と基本的に同じ重量比を有
する１種または複数種の食用菌類および海藻を搾汁するステップと、次いで、それらを青
果物ジュースと共に混ぜるステップとを含む、請求項７に記載の方法。
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【請求項１０】
　ステップ（１）および（３）で用いられる海産魚皮コラーゲンペプチド粉末が１０００
未満の平均分子量を有する、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天然青果物の酵素飲料およびその調製方法、特に、乳酸菌および酵母を用い
た段階的発酵によって天然青果物の発酵飲料を製造する技術に関し、食品および飲料技術
の分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　果物および野菜ジュース飲料は、それらの美味しい味覚と豊かな栄養分によって特徴付
けられ、かつヒトの身体の有害な「フリーラジカル」を取り除くことができる天然の酸化
防止剤を含有している。しかしながら、通常の青果物ジュース飲料の品質と風味は貯蔵時
間と共に変化し、したがって保存料、酸化防止剤および安定剤を加える必要がある。微生
物発酵によって作られた酵素飲料は、青果物ジュースの安定性を高め、保存料の添加によ
って生じるヒトの身体への害を取り除くのみではなく、青果物ジュースの本来の栄養分を
保持しながら、また、様々な風味物質を生成し、栄養価を高め、かつ消化および吸収を助
ける。
【０００３】
　青果物ジュースの微生物発酵により酵素飲料を調製するプロセスによって、青果物中の
炭水化物、タンパク質、脂質などの代謝反応を促進し、多数の一次および二次代謝産物を
生産かつ蓄積し、有機酸、オリゴ糖、糖アルコール、酵素、オリゴペプチドおよびポリフ
ェノールなどのような様々な有益な成分を生成することができる。一方で、結果として得
られる酵素飲料はまた、青果物中に本来含有されている栄養および機能的成分ならびに微
生物そのものを含有している。これらの有益な成分は、有益な腸の細菌の増殖を促進し、
有害な細菌の繁殖および腐敗物質の形成を抑制することができ、それによって、腸内フロ
ーラのバランスを調節したり、免疫を高めたり、睡眠を促進したり老化を遅らせるなどの
ような、ヒトにおける様々な有益な効果をもたらす。このようにして、天然青果物から調
製された酵素飲料は、それらの栄養および健康機能と、独特な風味とのために、広く消費
者に支持されている。
【０００４】
　現在、青果物ジュースの酵素飲料または発酵飲料は、大部分が単一菌株または複合菌株
を用いた一段階発酵を採用している。例えば、中国特許出願ＣＮ２００４１００４５４２
１．２は、ラクトバチルス　プランタラム菌およびストレプトコッカス　クレモリス菌の
混合物を用いた一段階発酵によって作られた複合青果物ジュース飲料ならびにその調製方
法を開示している。中国特許出願ＣＮ２００８１００４２０８１．６は、ラクトバチルス
　プランタラム菌およびラクトバチルス　ブルガリクス菌の混合物を用いた一段階発酵に
より野菜ジュース飲料を調製する方法を開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、乳酸菌および酵母を用いた天然青果物の段階的発酵の方法を提供し、この方
法は、発酵プロセスをより十分に、天然青果物中に含有される栄養分の代謝をより完全に
することができ、かつより多くの風味物質および栄養分を生成することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、天然青果物の酵素飲料を提供し、この酵素飲料は、混合物ジュース中に乳酸
菌と酵母をそれぞれ接種することにより、青果物混合物ジュースの段階的発酵によって調
製され、また、天然青果物混合物に由来する活性物質、および、乳酸菌と酵母の発酵によ
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って生産される代謝物を利用することにより、調製された酵素飲料は、美味しく、ヒトの
身体に有益な栄養分を含有し、栄養的機能および健康的機能の両方を備えている。また、
本発明は、酵素飲料を調製する方法を提供する。
【０００７】
　本発明は、天然青果物の酵素飲料を提供し、この酵素飲料は、乳酸菌および酵母による
発酵基質の段階的発酵によって調製され、ここで、この発酵基質は、青果物の軟塊および
海産魚皮コラーゲンペプチド粉末を含有し、この青果物の軟塊は、少なくとも２種以上の
青果物を搾汁し、それらを混合することによって調製される。
【０００８】
　本発明の実施形態によれば、発酵基質は青果物の軟塊および海産魚皮コラーゲンペプチ
ド粉末を含有し、青果物の軟塊は、少なくとも２種以上の青果物ならびに１種または複数
種の食用菌類および海藻を搾汁し、それらを混合することによって調製される。
【０００９】
　本発明の酵素飲料において、海産魚皮コラーゲンペプチド粉末は、１０００未満の平均
分子量を有する。
【００１０】
　本発明の実施形態による酵素飲料は以下のステップを含む方法によって調製することが
できる。
【００１１】
　（１）発酵基質の調製：基本的に同じ重量比の少なくとも２種の青果物を搾汁し、それ
らを混ぜて青果物ジュースを形成し、ジュースを基本的に同じ体積の精製水で希釈して、
青果物の軟塊を形成し、軟塊中に２～３％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラーゲンペプチド粉末
を加え、次いで高温滅菌し冷却する。
【００１２】
　（２）乳酸菌による発酵：発酵基質中に、発酵基質を基準として２～４Ｕ／１０００Ｌ
の乳酸菌スターター菌を加え、発酵を３０～３５℃の温度で行い、ｐＨが４．３に達した
ら終了し、乳酸菌発酵液を形成する。
【００１３】
　（３）酵母による発酵：乳酸菌発酵液中に、蔗糖および１．０～１．５％（ｗ／ｖ）の
海産魚皮コラーゲンペプチド粉末を加え、高温滅菌し、冷却し、次いで０．０８～０．１
２％（ｗ／ｖ）の高活性乾燥酵母を加え、発酵を２５～３０℃の温度で行い、ｐＨが４．
０に達したら終了し、続いて、得られた発酵生成物を高温で滅菌し、冷却して、酵母発酵
液を形成する。
【００１４】
　（４）均質化、濃縮および混合：酵母発酵液を均質化し、濃縮および混合して、酵素飲
料を得る。
【００１５】
　酵素飲料を調製する上記の方法において、酵母発酵液を、最初に均質化して１０Ｂｒｉ
ｘに濃縮し、次いで、遠心分離と濾過にかけることができる。結果として得られる濾液に
、濾液の重量を基準として、０．５～１．０％のマルチトール、０．１～０．２％のガラ
クトオリゴ糖および０．０１～０．０２％のアセスルファムを加え、続いて、再び濾過と
滅菌を行う。
【００１６】
　本発明の実施形態は、以下のステップを含む、天然青果物の酵素飲料を調製する方法も
また提供する。
【００１７】
　（１）発酵基質の調製：基本的に同じ重量比の２種以上の新鮮な青果物（一般的な野菜
および果物の他に、１種または複数種の食用菌類および海藻を含む）を洗浄し、切った後
、搾汁し、それらを混合して青果物ジュースを形成し、ジュースを基本的に同じ体積の精
製水で希釈して青果物の軟塊を形成し、軟塊中に２～３％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラーゲ
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ンペプチド粉末を加え、次いで、結果として得られる混合物を発酵槽で高温滅菌し、冷却
する。
【００１８】
　（２）乳酸菌による発酵：発酵基質中に２～４Ｕ／１０００Ｌの乳酸菌スターター菌を
加え、発酵を３０～３５℃の温度で行いｐＨが４．３に達したら終了し（通常７～１１日
）、乳酸菌発酵液を形成する。
【００１９】
　（３）酵母による発酵：乳酸菌発酵液中に、適当量（例えば、発酵基質への補充として
、１～１．５％（ｗ／ｖ））の蔗糖および１～１．５％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラーゲン
ペプチド粉末を加え、結果として得られる混合物を高温滅菌し、冷却し、次いで、０．０
８～０．１２％（ｗ／ｖ）の高活性乾燥酵母を加え、発酵を２５～３０℃の温度で行い、
ｐＨが４．０に達したら終了し（通常５～７日）、続いて、高温滅菌して冷却し、酵母発
酵液を形成し、次いで、それを８～１２℃で１４～２１日間、タンクで貯蔵する。
【００２０】
　（４）均質化、濃縮および混合：酵母発酵液を４０ＭＰａで１０～１５分間均質化し；
例えば二重効用低温濃縮機により６０～８０℃で約１０Ｂｒｉｘに濃縮し；２５００～３
５００ｒｐｍで１５～２５分間遠心分離し；例えば有機膜精密濾過フィルターにより濾過
し；結果として得られる濾液に甘味を加え混合し；次いで、濾過し、低温殺菌し、酵素飲
料を得る。
【００２１】
　様々なグループの人々の要求を満たし、蔗糖の摂取を減らすために、甘味料を最終生産
物に混合するために使用することができる。好ましい実施形態では、０．５～１．０％の
マルチトール、０．１～０．２％のガラクトオリゴ糖および０．０１～０．０２％のアセ
スルファムを濾液中に加え、次いで、濾過のために、例えば有機膜精密濾過フィルターを
使用し、滅菌処理がその後に続く。
【００２２】
　本発明の酵素飲料は、経口液体生産プロセスに従って、充填して密封し、低温殺菌によ
って滅菌することができ、４～１０℃の低温で貯蔵される、経口液体の形態の飲料製品が
調製される。
【００２３】
　本発明において、乳酸菌スターター菌は市販されているダイレクトバットセット（凍結
乾燥）の乳酸菌スターター菌であってよい。
【００２４】
　本発明において、原材料としての新鮮な青果物は任意の果物および野菜であってよい。
適切な果物および野菜は、人々の異なる好み、味覚、および機能の要求、または生産地域
のそれらの供給状況に応じて、互いに、調和し混合できるように選ぶことができる。当然
、総合的に栄養と味覚を考慮すれば、果物と野菜の組み合わせを選ぶことが好ましく、果
物または野菜は、それぞれ、異なった種類の果物または野菜の組み合わせであることが好
ましい。さらに、食用菌類および海藻は特に限定されず、人々の好み、味覚、および機能
の要求に応じて選ぶことができる。従って、以下の例では、本発明の実施形態を説明する
ためにいくつかの原材料を単に例示的に列挙するが、本発明の原材料を限定するものでは
なく、取り合わせおよび組み合わせについて調節することができる。
【００２５】
　本発明において、用語「青果物ジュース」は、さらなる濾過処理をせずに原材料として
の青果物の汁を直接搾汁することによって得られる生産物のことを表す。従って、得られ
た生産物は青果物の繊維を含有し得る。原材料が食用菌類および海藻を含有する場合は、
それらを搾汁することによって得られる生産物もまた青果物ジュースに属する。
【００２６】
　本発明による方法は、発酵基質を調製するステップにおいて、１種または複数種の食用
菌類および海藻を搾汁し、それらを青果物ジュースと混ぜることをさらに含むことができ
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る。
【００２７】
　ステップ（１）および（３）において記載された海産魚皮コラーゲンペプチド粉末は、
１０００未満の平均分子量を有する。
【００２８】
　海産魚皮コラーゲンペプチド粉末は、本明細書で用いられる場合、魚皮のコラーゲンオ
リゴペプチドとも呼ばれるが、その主成分として１０００未満の分子量を有するオリゴペ
プチド（短ペプチド）を有する、原材料としての高緯度地域の深海鮭の皮の前処理、酵素
分解、分離、精製および乾燥によって得られる粉末生産物であり得る。海産魚皮コラーゲ
ンペプチドは、９０％以上のタンパク質含有量、水への優れた溶解性、酸－塩基安定性を
有し、酸性条件下においてでさえ完全に溶解することができ、良好な乳化特性および発泡
特性などのような良好な加工特性を有する。海産魚皮コラーゲンペプチドは、生理活性ペ
プチドとして栄養および健康機能もまた有する。海産魚皮コラーゲンペプチドは、高い消
化および吸収率のため、食品栄養強化用およびアミノ酸バランス栄養補助剤として主に用
いられる。その上、海産魚皮コラーゲンペプチドは、栄養分に富み、特有な加湿特性を有
するため、皮膚に潤い、滑らかさおよび弾力性をもたらすことができ、また外面的には日
光によるダメージから皮膚を守り、内面的にはフリーラジカルによるダメージから皮膚を
守ることができる。青果物飲料を調製するための発酵プロセスにおいて、海産魚皮コラー
ゲンペプチドを窒素の栄養補助の一つとして用いることは、本発明の革新であり、乳酸菌
および酵母の増加と代謝を良く促進することができる。一方、海産魚皮コラーゲンペプチ
ドはまた、それ自身の栄養および健康機能により、発酵した青果物ジュース生産物の栄養
的および機能的特性を高める。
【００２９】
　本発明の海産魚皮コラーゲンペプチド粉末は、市販製品であり、そのいくつかは海産魚
オリゴペプチド粉末とも呼ばれ、ＧＢ／Ｔ２２７２９－２００８に従って、国の基準＜海
産魚のオリゴペプチド粉末＞に準拠している。
【００３０】
　上記から、本発明は、健康機能を有する酵素飲料を提供し、この飲料は美味しいだけで
はなく、栄養的機能および健康的機能両方を有し、病気を予防することができることを理
解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態による調製プロセスのフロー図である。
【実施例】
【００３２】
　本発明は、以下の実施形態によってさらに説明されるが、これらの実施形態に限定され
ない。これらの実施形態は、本発明の範囲を限定することは全く意図していない。当業者
によって、添付の請求項の範囲内で様々な変更および修正が本発明になされてもよく、こ
れらもまた本発明の範囲内に含まれるとみなされるべきである。
【００３３】
　実施例１
　プロセスは、図１に示す通りである。新鮮な白いリンゴ、パイナップル、赤ぶどう、豊
水梨、トマト、キャベツ、セロリおよびキュウリを各１ｋｇの量を取り、洗浄し、小片に
切り、そして搾汁する。混合後、得られた青果物ジュースを同じ体積の精製水で希釈して
混合し、青果物の軟塊を得る。次いで、青果物の軟塊中に２％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラ
ーゲンペプチド粉末を加え、得られた混合物を高温で滅菌し、冷却する。２Ｕ／１０００
Ｌのダイレクトバットセット（凍結乾燥）の乳酸菌スターター菌を加え、発酵を３０℃で
７日間行い、ｐＨが４．３に到達したら発酵を終了し、乳酸菌発酵液を生成する。乳酸菌
発酵液中に、１％（ｗ／ｖ）の蔗糖および１％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラーゲンペプチド
粉末を加える。得られた混合物を高温で滅菌し、冷却し、次いで、０．０８％の高活性乾
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燥酵母をその中に加え、発酵を２５℃で約５日間行い、ｐＨが４．０に到達したら発酵を
終了する。得られた生産物を高温で滅菌し、冷却し、次いで、タンクで約１５日間、８℃
で貯蔵する。
【００３４】
　上記のように得られた発酵液を４０ＭＰａで１０分間均質化し；二重効用低温濃縮機に
より真空下６０℃で１０Ｂｒｉｘに濃縮し；２５００ｒｐｍで２５分間遠心分離し；有機
膜精密濾過フィルターによって濾過する。次いで、１．０％のマルチトール、０．１％の
ガラクトオリゴ糖、および０．０１％のアセスルファム（濾液の重量に基づく；以下同じ
）を得られた濾液中に加える。得られた混合物を再び有機膜精密濾過フィルターによって
濾過し、経口液体生産プロセスに従って、充填して密封し、次いで、低温殺菌によって滅
菌し、経口液体の形態でびん詰めされた、４℃の低温で貯蔵される飲料製品を得る。
【００３５】
　実施例２
　新鮮な赤いリンゴ、スイカ、ブルーベリー、レモン、青ピーマン、とうがん、アスパラ
ガスおよびアオサを各５ｋｇの量を取り、洗浄し、小片に切り、そして搾汁する。混合後
、得られた青果物ジュースを基本的に同じ体積の精製水で希釈して混合し、青果物の軟塊
を得る。次いで、青果物の軟塊中に２．５％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラーゲンペプチド粉
末を加え、得られた混合物を高温で滅菌し、冷却する。３Ｕ／１０００Ｌのダイレクトバ
ットセット（凍結乾燥）の乳酸菌スターター菌を加え、発酵を３５℃で１０日間行い、ｐ
Ｈが４．３に到達したら発酵を終了し、乳酸菌発酵液を生成する。乳酸菌発酵液中に１．
２％（ｗ／ｖ）の蔗糖および１．２％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラーゲンペプチド粉末を加
える。得られた混合物を高温で滅菌し、冷却し、次いで、０．１０％の高活性乾燥酵母を
その中に加え、発酵を２８℃で約６日間行い、ｐＨが４．０に到達したら発酵を終了する
。得られた生産物を高温で滅菌し、冷却し、次いで、タンクで約１８日間、１０℃で貯蔵
する。
【００３６】
　上記のように得られた発酵液を４０ＭＰａで１２分間均質化し；二重効用低温濃縮機に
より真空下７０℃で１０Ｂｒｉｘに濃縮し；３５００ｒｐｍで１５分間遠心分離し；有機
膜精密濾過フィルターによって濾過する。次いで、得られた濾液中に、０．５％のマルチ
トール、０．２％のガラクトオリゴ糖、および０．０１％のアセスルファムを加える。得
られた混合物を再び有機膜精密濾過フィルターによって濾過し、経口液体生産プロセスに
従って、充填して密封し、次いで、低温殺菌によって滅菌し、経口液体の形態のびん詰め
された、４℃の低温で貯蔵される飲料製品を得る。
【００３７】
　実施例３
　新鮮なキウイ、ハミ瓜、ネーブルオレンジ、ブラウンプラム、大根、ズッキーニ、フラ
ットマッシュルームおよびエノキタケを各１０ｋｇの量を取り、洗浄し、小片に切り、そ
して搾汁する。混合後、得られた青果物ジュースを基本的に同じ体積の精製水で希釈して
混合し、青果物の軟塊を得る。次いで、青果物の軟塊中に、２％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コ
ラーゲンペプチド粉末を加え、得られた混合物を高温で滅菌し、冷却する。４Ｕ／１００
０Ｌのダイレクトバットセット（凍結乾燥）の乳酸菌スターター菌を加え、発酵を３５℃
で１０日間行い、ｐＨが４．３に到達したら発酵を終了し、乳酸菌発酵液を生成する。乳
酸菌発酵液中に、１．５％（ｗ／ｖ）の蔗糖および１．５％（ｗ／ｖ）の海産魚皮コラー
ゲンペプチド粉末を加える。得られた混合物を高温で滅菌し、冷却し、次いで、０．１２
％の高活性乾燥酵母をその中に加え、発酵を３０℃で約７日間行い、ｐＨが４．０に到達
したら発酵を終了する。得られた生産物を高温で滅菌し、冷却し、次いで、タンクで約２
０日間、１２℃で貯蔵する。
【００３８】
　上記のように得られた発酵液を４０ＭＰａで１５分間均質化し；二重効用低温濃縮機に
より真空下８０℃で１０Ｂｒｉｘに濃縮し；３０００ｒｐｍで２０分間遠心分離し；有機
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膜精密濾過フィルターによって濾過する。次いで、得られた濾液中に０．５％のマルチト
ール、０．１％のガラクトオリゴ糖、および０．０２％のアセスルファムを加える。得ら
れた混合物を再び有機膜精密濾過フィルターによって濾過し、経口液体生産プロセスに従
って、充填して密封し、次いで、低温殺菌によって滅菌し、経口液体の形態のびん詰めさ
れた、１０℃の低温で貯蔵される飲料製品を得る。

【図１】
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