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(57)【要約】
【課題】香味の改善された低糖質発酵飲料を提供すること。
【解決手段】糖質濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下の低糖質発酵飲料の製造において、少
なくとも麦と水とを含む液を発酵させることにより得られたアルコール含有物（成分Ａ）
と、少なくとも麦と水とを含む液を発酵させることにより得られたアルコール含有物を蒸
留して得られたアルコール含有蒸留液（成分Ｂ）とを、成分Ａ：成分Ｂの混合比（容積比
）＝９９９：１～９９２：８となるように混合する。
【選択図】なし



(2) JP 2010-130902 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　糖質濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下の発酵飲料であって、
　少なくとも麦と水とを含む液を発酵させることを含む方法により得られたアルコール含
有物（成分Ａ）と
　少なくとも麦と水とを含む液を発酵させることにより得られたアルコール含有物を蒸留
して得られたアルコール含有蒸留液（成分Ｂ）とを、
成分Ａ：成分Ｂ＝９９９：１～９９２：８の混合比（容積比）で混合して得られる、発酵
飲料。
【請求項２】
　成分Ａの糖質濃度が２．６ｇ／１００ｍＬ以下である、請求項１に記載の発酵飲料。
【請求項３】
　成分Ａに用いられる麦として少なくとも麦芽を使用する、請求項１又は２に記載の発酵
飲料。
【請求項４】
　成分Ａの麦芽の使用比率が２０％～６７％である、請求項１～３のいずれかに記載の発
酵飲料。
【請求項５】
　成分Ａのアルコール分が１～１５％である、請求項１～４のいずれかに記載の発酵飲料
。
【請求項６】
　成分Ａがビール又は発泡酒である、請求項１～５のいずれかに記載の発酵飲料。
【請求項７】
　成分Ｂに用いられる麦が小麦又は大麦である、請求項１～６のいずれかに記載の発酵飲
料。
【請求項８】
　成分Ｂのアルコール分が１０～９０％である、請求項１～７のいずれかに記載の発酵飲
料。
【請求項９】
　成分Ｂが焼酎又はスピリッツである、請求項１～８のいずれかに記載の発酵飲料。
【請求項１０】
　発酵飲料のアルコール分が、１～１５％である、請求項１～９のいずれかに記載の発酵
飲料。
【請求項１１】
　発酵飲料がビールテイスト飲料である、請求項１～１０のいずれかに記載の発酵飲料。
【請求項１２】
　少なくとも麦と水とを含む液を発酵させてアルコール含有物（成分Ａ）を調製する工程
１、
　工程１により得られたアルコール含有物（成分Ａ）に、少なくとも麦を含む原料を発酵
させることにより得られたアルコール含有物を蒸留して得られた蒸留液（成分Ｂ）を、成
分Ａ：成分Ｂ＝９９９：１～９９２：８の混合比（容積比）で混合する工程２
を含む、糖質濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下の発酵飲料の製造方法。
【請求項１３】
　工程１における少なくとも麦と水とを含む液が、さらに資化性の高い糖類を含む、請求
項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規な発酵飲料及びその製造方法に関し、より詳細には、香味の改善された
低糖質発酵飲料及びその製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　消費者の健康志向が高まる中、ビールや発泡酒などの嗜好性アルコール飲料においても
低カロリーや低糖質といった商品の需要が高まっている。具体例としては、ライトビール
や、カロリーカットタイプあるいは糖質カットタイプのビールテイスト飲料などの様々な
タイプのビールテイスト飲料の需要が高まってきている。しかしながら、これらのカロリ
ーカットタイプ、糖質カットタイプといったいわゆるカットタイプの機能系ビールテイス
ト飲料はボディー感や香味に欠けることがあり、また、含有成分のバランスがコントロー
ルしづらいことから含有成分のバランスが崩れやすく、その結果、香味バランスが崩れる
といった問題があった。
【０００３】
　低糖質飲料の例として、特許文献１には、発酵原液又は発酵液中の資化性糖に占める三
糖類の割合を低く調整して発酵工程中に残存する未資化の糖が三糖類主体とならないよう
にすることにより、残糖感が無く、かつ硫化水素由来のオフフレーバーの少ない発酵飲料
を製造することが開示されている。この方法は、発酵時の資化速度を速く保つことにより
、硫化水素由来のオフフレーバーの発生を防止するとともに、残糖量を減少させる方法で
ある。
【０００４】
　特許文献２には、糖質を可能な限り低減しつつもビール様の香味を豊富に含む嗜好性の
高い発酵飲料、特に低糖質及び／又は低カロリービールテイスト発酵飲料を提供するため
の製法が提案されている。この製法では、発酵工程で酵母に資化される糖成分を多く含む
糖シロップと、窒素源としてのとうもろこしタンパク分解物とを原料として用いることに
より、芳香成分の指標となる酢酸イソアミルを豊富に含む発酵飲料が製造される。
【０００５】
　特許文献３には、高発酵度ビールの製造方法として、糖化酵素を固定化した担体を用い
、これを発酵工程において麦汁発酵液と接触させることを特徴とする高発酵度ビールの製
造方法が記載されている。
【０００６】
　また、特許文献４には、麦芽由来のジアスターゼを予め調整し、それら糖化酵素を発酵
工程にて作用させることを特徴とする高発酵度ビールの製造方法が記載されている。
【０００７】
　また、アルコール飲料の分野では、多様な風味の飲料を創造する試みにおいて、２種類
の発酵飲料を混合することが行なわれている。例えば、非特許文献１には、黒ビール又は
普通のビール３００ｍＬに、ドライジン３０～４５ｍＬを混合したドックス・ノーズとい
うカクテル飲料が記載されている。しかしながら、この飲料は、低糖質の飲料ではない。
【０００８】
　特許文献５には、麦を原料の一部としたアルコール含有物の蒸留液を、麦を原料の一部
としたアルコール含有物に特定のアルコール比率で混合することにより、麦由来の濃醇な
飲み応え、すなわち「コク」と、爽快な喉越し感、すなわち「キレ」とを併せ持つ、麦芽
発酵飲料が提案されている。しかしながら特許文献５は、発酵飲料の糖質濃度には言及し
ていない。
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００６／０５９５７１号公報
【特許文献２】特開２００６－３２５５６１号公報
【特許文献３】特開平６－９８７４９号公報
【特許文献４】特開昭６２－５８９８３号公報
【特許文献５】国際公開ＷＯ２００５／０５６７４６号公報
【非特許文献１】飲食店の業種別カクテル・メニュー、１９９０年、ｐ１６４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　したがって本発明は、香味の改善された低糖質発酵飲料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】
【００１０】
　本発明者らが鋭意検討した結果、糖質濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下である低糖質発
酵飲料の製造において、少なくとも麦と水とを含む液を発酵させることにより得られたア
ルコール含有物（成分Ａ）と、少なくとも麦と水とを含む液を発酵させることにより得ら
れたアルコール含有物を蒸留して得られたアルコール含有蒸留液（成分Ｂ）とを、成分Ａ
：成分Ｂ＝９９９：１～９９２：８の混合比率（容積比）で混合することにより、麦由来
の濃醇な飲み応え、すなわち「コク」と、爽快な喉越し感、すなわち「キレ」を有し、且
つ、バランスの取れた良好な香味の低糖質発酵飲料が得られることを見出した。すなわち
、本発明は以下のとおりである。
１．　糖質濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下の発酵飲料であって、
　少なくとも麦と水とを含む液を発酵させることを含む方法により得られたアルコール含
有物（成分Ａ）と
　少なくとも麦と水とを含む液を発酵させることにより得られたアルコール含有物を蒸留
して得られたアルコール含有蒸留液（成分Ｂ）とを、
成分Ａ：成分Ｂ＝９９９：１～９９２：８の混合比（容積比）で混合して得られる、発酵
飲料。
２．　成分Ａの糖質濃度が２．６ｇ／１００ｍＬ以下である、上記１に記載の発酵飲料。
３．　成分Ａに用いられる麦として少なくとも麦芽を使用する、上記１又は２に記載の発
酵飲料。
４．　成分Ａの麦芽の使用比率が２０％～６７％である、上記１～３のいずれかに記載の
発酵飲料。
５．　成分Ａのアルコール分が１～１５％である、上記１～４のいずれかに記載の発酵飲
料。
６．　成分Ａがビール又は発泡酒である、上記１～５のいずれかに記載の発酵飲料。
７．　成分Ｂに用いられる麦が小麦又は大麦である、上記１～６のいずれかに記載の発酵
飲料。
８．　成分Ｂのアルコール分が１０～９０％である、上記１～７のいずれかに記載の発酵
飲料。
９．　成分Ｂが焼酎又はスピリッツである、上記１～８のいずれかに記載の発酵飲料。
１０．　発酵飲料のアルコール分が、１～１５％である、上記１～９のいずれかに記載の
発酵飲料。
１１．　発酵飲料がビールテイスト飲料である、上記１～１０のいずれかに記載の発酵飲
料。
１２．　少なくとも麦と水とを含む液を発酵させてアルコール含有物（成分Ａ）を調製す
る工程１、
　工程１により得られたアルコール含有物（成分Ａ）に、少なくとも麦を含む原料を発酵
させることにより得られたアルコール含有物を蒸留して得られた蒸留液（成分Ｂ）を、成
分Ａ：成分Ｂ＝９９９：１～９９２：８の混合比（容積比）で混合する工程２
を含む、糖質濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下の発酵飲料の製造方法。
１３．　工程１における少なくとも麦と水とを含む液が、さらに資化性の高い糖類を含む
、上記１２に記載の方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、低糖質でありながら、良好なバランスの香味を有する発酵飲料を得るこ
とができる。また、本発明の飲料は、麦由来の濃醇な飲み応え、すなわち「コク」と、爽
快な喉越し感、すなわち「キレ」も有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
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　（成分Ａ）
　本発明でいう成分Ａに用いられる麦は、通常のビールや発泡酒を製造する際に用いられ
る麦及びその加工品をいい、具体的には、大麦、小麦、ハト麦、ライ麦、エン麦、それら
の麦芽、精白大麦、大麦エキス、大麦フレークなどをいい、これらを単独で、又は組み合
わせて用いることができる。成分Ａに用いる麦としては、十分な量のアミラーゼやペプチ
ダーゼといった分解酵素を有することから、麦芽が特に好ましく、大麦麦芽が最も好まし
い。
【００１３】
　成分Ａに用いる麦の少なくとも一部として、色麦芽を使用してもよい。色麦芽を使用す
ると、通常の麦芽のみを使用する場合と比較して、エキス分のうちの糖質以外の成分の抽
出量の増大が見込まれる。色麦芽としては、例えば、メラノイジン麦芽、カラメル麦芽、
ロースト麦芽、チョコレート麦芽、クリスタル麦芽、黒麦芽などを用いることができ、当
業者に周知の色を表すパラメーターであるＥＢＣカラーが２０～４００の範囲内のものを
特に好ましく用いることができる。これらの色麦芽は通常の麦芽を加熱処理することによ
り調製することができるが、市販品を用いてもよい。色麦芽の使用量は、成分Ａの香味を
損なわない量であれば特に限定されないが、好ましくは麦全体の使用量に対して０．５～
６０重量％、より好ましくは１０～６０重量％、さらに好ましくは１５～３０重量％程度
である。
【００１４】
　成分Ａにおける「少なくとも麦と水とを含む液」とは、上記麦と水以外に、所望の原料
を含む液をいう。ここでいう「原料」とは、所望の製品を製造するために用いられ又は添
加されるすべての物質をいい、酒税法や食品衛生法などの各種法令、業界、又は企業の慣
習などにより、原料、副原料、添加物、工程使用剤、半製品などの種々の言葉で呼ばれう
るあらゆる物質を含む。麦と水以外の原料としては、例えば、ホップ、米、トウモロコシ
、コウリャン、バレイショ、デンプン、そば、ソルガム、粟、ひえ、マメ類（大豆及びエ
ンドウなど）、及びそれらの加工品（分画物、脱臭処理及び／又は酵素処理品）、ならび
に糖類が挙げられる。また、苦味料又は着色料などの通常のビールや発泡酒の製造時に用
いることができる添加物を加えてもよい。ホップは、ビール等の製造に通常使用されるペ
レットホップ、粉末ホップ、ホップエキスを香味に応じて適宜選択して使用することがで
きる。また、イソ化ホップ、ヘキサホップ、テトラホップなどのホップ加工品を用いても
よい。苦味料としては、例えば、イソフムロン類や還元型イソフムロン類等を用いること
ができる。また、着色料としては、例えばカラメル色素を用いることができる。その他、
必要であれば、泡形成剤や香料などを添加することができる。泡形成剤としては、大豆サ
ポニン、キラヤサポニン等の植物抽出サポニン系物質、牛血清アルブミン等のタンパク質
系物質などを適宜使用することができる。香料としては、例えば、ビール様の風味を有す
る香料を使用することができる。
【００１５】
　本発明に用いられる成分Ａは、上記「少なくとも麦と水とを含む液」を発酵させること
により得られたアルコール含有物である。発酵の条件は特に限定されず、通常の条件下で
行なえばよい。例えば、８～２５℃の温度で、１週間から１０日間発酵させることができ
る。発酵中の昇温、降温、加圧などについても、特に制限はない。発酵に用いられる酵母
の種類も特に限定されず、製造すべき発酵飲料の種類、目的とする香味や発酵条件などを
考慮して自由に選択できるが、ビールテイスト飲料の醸造に適したビール酵母、例えば市
販されているWeihenstephan-34株などが好ましい。酵母は、酵母懸濁液のまま発酵原液に
添加してもよいし、遠心、あるいは沈降により、酵母を濃縮・スラリー化してから発酵原
液に添加してもよい。酵母の発酵原液への添加量は適宜設定でき、例えば、５×１０6ｃ
ｅｌｌｓ／ｍｌ ～１×１０8 ｃｅｌｌｓ／ｍｌ程度である。
【００１６】
　本発明の成分Ａに含まれる糖質の濃度は、２．９ｇ／１００ｍＬ以下、好ましくは２．
６ｇ／１００ｍＬ以下、さらに好ましくは２．４ｇ／１００ｍＬ以下、最も好ましくは２
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．２ｇ／１００ｍＬ以下であることが好ましい。ここで「糖質」とは、食品の栄養表示基
準（平成１５年厚生労働省告示第１７６号）に基づく糖質をいう。具体的には、食品から
、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分、及び水分を除いたものを糖質とよぶ。また、食品
中の糖質の量は、当該食品の重量から、たんぱく質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量
を控除することにより算定される。この場合に、たんぱく質、脂質、食物繊維、灰分及び
水分の量は、栄養表示基準に掲げる方法により測定する。具体的には、たんぱく質の量は
窒素定量換算法で測定し、脂質の量はエーテル抽出法、クロロホルム・メタノール混液抽
出法、ゲルベル法、酸分解法又はレーゼゴットリーブ法で測定し、食物繊維の量は高速液
体クロマトグラフ法又はプロスキー法で測定し、灰分の量は酢酸マグネシウム添加灰化法
、直接灰化法又は硫酸添加灰化法で測定し、水分の量はカールフィッシャー法、乾燥助剤
法、減圧過熱乾燥法、常圧加熱乾燥法又はプラスチックフィルム法で測定する。成分Ａの
糖質濃度の下限値は特に限定されないが、飲料の「コク」の増強という観点からは、０．
１ｇ／１００ｍＬ以上、好ましくは０．４ｇ／１００ｍＬ以上、より好ましくは１．７ｇ
／１００ｍＬ以上、さらに好ましくは２．０ｇ／１００ｍＬ以上がよい。本発明に用いら
れる成分Ａの糖質濃度は、０．１ｇ／１００ｍＬ以上２．９ｇ／１００ｍＬ以下が好まし
く、０．１ｇ／１００ｍＬ以上２．６ｇ／１００ｍＬ以下がより好ましく、０．１ｇ／１
００ｍＬ以上２．４ｇ／１００ｍＬ以下がさらに好ましく、０．１ｇ／１００ｍＬ以上２
．２ｇ／１００ｍＬ以下がさらに好ましい。また、コクを特に重視する場合には、０．４
ｇ／１００ｍＬ以上２．９ｇ／１００ｍＬ以下が好ましく、０．４ｇ／１００ｍＬ以上２
．６ｇ／１００ｍＬ以下がより好ましく、０．４ｇ／１００ｍＬ以上２．４ｇ／１００ｍ
Ｌ以下がさらに好ましく、０．４ｇ／１００ｍＬ以上２．２ｇ／１００ｍＬ以下がさらに
好ましい。特に、１．７ｇ／１００ｍＬ以上２．２ｇ／１００ｍＬ以下は、強いコクと優
れたキレの観点から極めて好ましく、２．０ｇ／１００ｍＬ以上２．２ｇ／１００ｍＬ以
下は最も好ましい。
【００１７】
　糖質の濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下である成分Ａは、例えば、少なくとも麦と水と
を含む液を発酵させることにより得られた発酵液を、水又は炭酸液等で希釈することによ
り得ることができる。
【００１８】
　また、少なくとも麦と水とを含む液に糖化酵素を加えて、液中の糖類を資化性の高い糖
類へと変換してから発酵を行なうことにより発酵度を高めて、得られるアルコール含有物
中の糖質の割合を低くすることもできる。糖化酵素としては、特に限定されるものではな
いが、例えば、アミログルコシダーゼ、プルラナーゼ、α－アミラーゼ、β－アミラーゼ
、グルコアミラーゼなどを用いることができる。中でも、デキストリンなどの非資化性糖
を資化性糖に分解できるものが好ましい。糖化の際の温度や時間などは、上述した酵素の
活性をうまく活用できる条件であればよく、特に限定されるものではない。酵素を添加す
る場合には、酵素反応を円滑に行なわせるためにｐＨ調整剤などを必要に応じて添加して
もよい。酵素処理後に得られる糖化液は、発酵前に濾過することが好ましい。
【００１９】
　また、少なくとも麦と水とを含む液に、資化性の高い糖類を添加して発酵度を上げるこ
とにより、糖質の濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下である成分Ａを得ることもできる。資
化性の高い糖類の具体例としては、デンプンを糖化させて得られる糖化スターチや、スク
ロース、フルクトース、グルコース、マルトース、マルチロース、トレハロースなどがあ
げられるが、これらに限定されない。一般に大量に流通しているもので、安価であるもの
が使用しやすいことを考慮すると、糖化スターチ、スクロース、フルクトース、グルコー
ス、マルトースが好ましい。また、これらの糖質中にはほとんど資化されない糖（非資化
性糖）が含まれる場合があるが、これらの糖質中の非資化性糖の割合はの割合は、１５重
量％以下、好ましくは１０重量％以下、さらに好ましくは５重量％以下が好ましい。糖類
の形態は、特に限定されず、例えば、粉末状でも液糖でもよい。発酵度を高めるためには
、水を除く発酵原液中の資化性の高い糖類の比率が７５～９５重量％の割合となるように
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、資化性の高い糖類を混合することが望ましい。好ましくは８０～９０重量％、さらに好
ましくは８０～８５重量％である。
【００２０】
　糖質の濃度が２．９ｇ／１００ｍＬ以下である成分Ａを得るに際しては、上述の少なく
とも麦と水とを含む液に糖化酵素を加えて、液中の糖類を資化性の高い糖類へと変換する
ことと、資化性の高い糖類を添加することを併用してもよい。すなわち、少なくとも麦と
水とを含む液に糖化酵素を添加し、麦由来の糖質を糖化酵素によって資化性の高い糖質に
変換して糖化液を得、次いで糖化液に資化性の高い糖類をさらに添加して発酵原液を得て
、この発酵原液を発酵させることにより低糖質のアルコール含有物（成分Ａ）を得てもよ
い。
【００２１】
　本発明でいう麦芽の使用比率とは麦芽比率とも呼ばれるが、麦芽、米、トウモロコシ、
コウリャン、バレイショ、デンプン、麦芽以外の麦、及び糖類などの、水とホップ以外の
原料中に占める麦芽の重量の比率をいう。例えば麦芽比率１００％のビールは、通常、オ
ールモルトビールと称されるものである。本発明では、成分Ａのアルコール含有物の麦芽
比率が２０％以上、好ましくは２４％以上、より好ましくは４０％以上であると、発酵飲
料の飲み応えと喉越しの爽快感が増すことから、好ましい。Ａ成分の麦芽比率の値に特に
上限はないが、爽快な後味の観点からは、６７％以下、特に５０％以下が好ましい。
【００２２】
　本発明に用いる成分Ａのアルコール分は、特に限定されないが、１～１５％（ｖ／ｖ）
程度、好ましくは１～８％（ｖ／ｖ）程度、より好ましくは３～６％（ｖ／ｖ）である。
【００２３】
　成分Ａのエキス分は、０．１度以上が好ましく、特に発酵飲料のコクの観点からは、０
．４度以上が好ましい。エキス分に特に上限はないが、一般には５度以下、好ましくは４
度以下程度である。ここでエキス分とは、日本の酒税法におけるエキス分、すなわち、温
度１５度の時において原容量１００立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラ
ム数をいう。所望のエキス分とするために、水溶性食物繊維などのエキス調整剤を添加し
てもよい。ここでいう水溶性食物繊維とは、水に溶解し、且つ、酵母に資化されない又は
資化されにくい性質をもつ食物繊維をいう。例えば、難消化性デキストリン、ポリデキス
トロース、ガラクトマンナン、水溶性トウモロコシ繊維、及びそれらの加水分解物などが
挙げられる。これらを主成分として、好ましくは固形分換算重量で８０％以上、より好ま
しくは９０％以上含有する各種グレードの市販品を購入して用いることができる。主成分
以外の成分としては、資化性糖や主成分の分解物などが含まれる。水溶性食物繊維として
は、難消化性デキストリンが最も好ましい。難消化性デキストリンとは、加熱処理したデ
ンプンをアミラーゼで加水分解し、未分解物より難消化性成分を分取して脱塩、脱色して
得られたものである。軟消化性デキストリンを固形分換算重量で８０％以上、好ましくは
９０％以上含有する、パインファイバーＣ（松谷化学工業）などの市販の難消化性デキス
トリンを使用することができる。難消化性デキストリンなどの水溶性食物繊維の添加量は
、最終製品に求める健康感やコクの設計に基づいて、適宜設定することができる。水溶性
食物繊維の性状としては、特に限定されるものではなく、粉末状でも液糖の状態でもよい
。水溶性食物繊維の添加時期は、発酵の前又は後のいずれでもいいが、水溶性食物繊維の
添加により発酵不良が懸念される場合には、発酵後に純度の高い水溶性食物繊維を添加す
ることが好ましい。
【００２４】
　（成分Ｂ）
　本発明でいう成分Ｂに用いられる麦としては、例えば、麦芽、麦麹、大麦、精白大麦、
大麦エキス、大麦フレーク、小麦、ハト麦、ライ麦、エン麦などが挙げられる。これらの
中でも、安定した品質での入手が容易な大麦又は小麦が好ましく、特に小麦は好ましい。
成分Ｂの原料として麦を用いることによって、麦由来のアルコール含有物である成分Ａと
成分Ｂとを混合した際に、成分Ａの香味を損なわずに良好な香味バランスを得ることがで
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きる。
【００２５】
　成分Ｂにおける「少なくとも麦と水とを含む液を発酵させて得たアルコール含有物を蒸
留して得たアルコール含有蒸留液」とは、少なくとも上記麦と水とを含む液を通常の方法
により発酵させてアルコール含有物を得て、これを蒸留機を用いて蒸留することにより、
アルコール含有蒸留液としたものである。発酵条件は、成分Ａの発酵条件と同様に、特に
限定されない。また、蒸留方法や蒸留回数などの蒸留の条件も特に限定されない。
【００２６】
　本発明の成分Ｂであるアルコール含有蒸留液としては、焼酎、ウイスキー、ウォッカ、
スピリッツなどの蒸留酒の中でも、少なくとも麦を用いて得られたものが挙げられる。最
終製品である発酵飲料に飲用後の爽快感であるキレを付与する点から、焼酎やスピリッツ
が特に好ましい。
【００２７】
　本発明でいう焼酎とは、麦、米、そばなどの穀類や、サツマイモといった芋類を、主に
麹菌と酵母を用いて発酵させ、更に蒸留して得られる酒類をいう。本発明の成分Ｂとして
用いることができる焼酎は、例えば、麦焼酎、米焼酎、そば焼酎、芋焼酎、本格焼酎、泡
盛と称される焼酎のうちで、原料の少なくとも一部に麦を用いているものである。本発明
において、「原料の少なくとも一部に麦を用いている焼酎」は、穀類、芋類などの主原料
に加えてさらに麦を用いているものの他、麹として麦麹を用いたものも含む。主原料が麦
であって、麹として麦麹を用いる焼酎（通常、麦焼酎と称される焼酎）が本発明の成分Ｂ
として特に好ましい。中でも、大麦、麦麹及び水からなる麦焼酎が好ましい。成分Ｂとし
て焼酎を用いる場合、甲類焼酎（アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので、ア
ルコール分が３６％未満の焼酎）、又は、乙類焼酎（アルコール含有物を単式蒸留器で蒸
留したもので、アルコール分が４５％以下の焼酎）のいずれも用いることができる。最終
製品の発酵飲料への爽快な後味の「キレ」の付与や、焼酎由来の香味の影響、また、発酵
飲料の飲み応え等を考慮すると、アルコール分は１０％（ｖ／ｖ）～９０％（ｖ／ｖ）、
特に２５％（ｖ／ｖ）～４５％（ｖ／ｖ）程度が好ましい。
【００２８】
　本発明にいうスピリッツとは、麦、米、そばなどの穀物類や、サツマイモ、ジャガイモ
、キャッサバといった芋類を、麦芽又は必要により酵素剤で糖化し、酵母を用いて発酵さ
せ、更に蒸留して得られる酒類をいう。本発明の成分Ｂとして用いることができるスピリ
ッツは、原料の少なくとも一部に麦を用いているものである。なかでも、麦として小麦を
用いる小麦スピリッツや、麦として大麦を用いる大麦スピリッツが好ましい。成分Ｂとし
て小麦スピリッツ又は大麦スピリッツに代表される麦スピリッツを用いる場合、連続式蒸
留器で蒸留したものを好ましく用いることができる。アルコール分は３６％（ｖ／ｖ）以
上のものが好ましく、３６％（ｖ／ｖ）～９０％（ｖ／ｖ）、より好ましくは４０％（ｖ
／ｖ）～４５％（ｖ／ｖ）程度のものが好ましい。
【００２９】
　成分Ｂのアルコール分は、上記のとおり、焼酎であれば１０％（ｖ／ｖ）～９０％（ｖ
／ｖ）、好ましくは２５％（ｖ／ｖ）～４５％（ｖ／ｖ）程度であり、スピリッツであれ
ば３６％（ｖ／ｖ）以上、好ましくは３６％（ｖ／ｖ）～９０％（ｖ／ｖ）、より好まし
くは４０％（ｖ／ｖ）～４５％（ｖ／ｖ）程度であるが、これらに特に限定されず、最終
製品である発酵飲料のアルコール濃度の設計値や、成分Ａに対する成分Ｂの使用比率を考
慮して、そのアルコール濃度を適宜設定することができる。成分Ｂのアルコール分は、一
般的に、１０％（ｖ／ｖ）～９０％（ｖ／ｖ）、好ましくは２５％（ｖ／ｖ）～４５％（
ｖ／ｖ）、より好ましくは４０％（ｖ／ｖ）～４５％（ｖ／ｖ）程度がよい。
【００３０】
　（発酵飲料）
　本発明の発酵飲料は、上記の成分Ａと成分Ｂとを、成分Ａ：成分Ｂ＝９９９：１～９９
２：８の混合比（容積比）で混合することにより得られる。成分Ａと成分Ｂとを混合する
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方法は特に限定されない。成分Ｂの容積比が発酵飲料全体の容積に対して０．１％に満た
ないと、後味の爽快感（「キレ」）が得られず、また、成分Ｂの容積比が発酵飲料全体の
容積に対して０．８％を超えると、発酵飲料が水っぽく感じるようになり、良好な香味バ
ランスを有する飲料とはいえなくなる。ここでいう飲料の「水っぽさ」とは、飲料を飲用
した際の前味と後味のメリハリがなく、全体として味が少なくて薄く感じる状態のことを
いう。通常、「水っぽい」発酵飲料は、消費者にあまり好まれない。成分Ａ：成分Ｂの混
合比（容積比）は、飲料のキレの観点からは、成分Ａ：成分Ｂ＝９９７：３～９９２：８
の範囲がより好ましく、さらに、より水っぽさの少ない飲料を得るという観点からは、成
分Ａ：成分Ｂ＝９９７：３～９９５：５の範囲が最も好ましい。
【００３１】
　成分Ａと成分Ｂの混合割合を、成分Ａ由来のアルコール分と成分Ｂ由来のアルコール分
の比率で表すとすると、成分Ａ由来のアルコール分：成分Ｂ由来のアルコール分が、９９
．２：０．８～９３．９：６．１程度の範囲が好ましい。
【００３２】
　発酵飲料のアルコール分は、特に限定されないが、１～１５％（ｖ／ｖ）であることが
望ましい。特に、ビールや発泡酒といった消費者に好んで飲用される発酵飲料のアルコー
ル濃度、すなわち、１～８％（ｖ／ｖ）、好ましくは３～６％（ｖ／ｖ）の範囲であるこ
とが特に望ましい。
【００３３】
　成分Ａとして用いたアルコール含有物の麦芽比率に応じて成分Ｂのアルコール含有蒸留
液を選択することが好ましい。例えば、成分Ａの麦芽比率が５０％程度の場合には成分Ｂ
として麦スピリッツを、成分Ａの麦芽比率が１００％の場合には成分Ｂとして麦焼酎を用
いるなど、成分Ｂを適宜使い分けることができる。
【００３４】
　本発明の発酵飲料は、麦由来の独特な香味バランスを良好に保持することから、ビール
テイスト飲料であることが好ましい。ビールテイスト飲料とは、ビールのような風味を有
する飲料をいう。ここでいうビールテイスト飲料には、例えば、日本の酒税法におけるビ
ールのみならず、発泡酒、その他の発泡性酒類などが含まれ、またアルコール分１％未満
の低アルコール発酵飲料も含まれる。
【００３５】
　得られた発酵飲料を、貯酒工程、濾過工程、容器詰め、殺菌工程などの通常の工程に付
すことができる。容器入り飲料とする場合には、通常の発酵飲料の場合と同様に、ビン、
缶、樽、又はペットボトル等の密封容器に充填することができる。
【００３６】
　以下に、本発明を実施例により詳しく説明するが、本発明はこれらによって制限される
ものではない。
【実施例】
【００３７】
　＜参考例１＞
　麦芽、大麦、糖化スターチ、ホップ、及び水を含む液（麦芽使用比率約２４％）を下面
酵母を用いて１３℃～１９℃で１週間発酵させることにより、糖質１．０ｇ／１００ｍＬ
のアルコール含有物（成分Ａ、アルコール分５％）と、糖質３．０ｇ／１００ｍＬのアル
コール含有物（成分Ａ、アルコール分５％）を得た。また、これらを混合することにより
、糖質２．６ｇ／１００ｍＬ、２．５ｇ／１００ｍＬ、２．４ｇ／１００ｍＬ、及び２．
０ｇ／１００ｍＬのアルコール含有物（成分Ａ、アルコール分５％）を得た。また、小麦
と水とを含む液を麦麹を用いて発酵させてアルコール含有物を得て、これを連続蒸留機で
蒸留することにより、小麦スピリッツ（成分Ｂ、アルコール分４４％）を調製した。上記
各種糖質濃度の成分Ａに、成分Ｂを、成分Ａ：成分Ｂ＝９９０：１０の混合比率（容積比
）で混合して、各種発酵飲料を調製した。
【００３８】



(10) JP 2010-130902 A 2010.6.17

10

20

30

40

　６名の専門パネラーにより、調製した発酵飲料の水っぽさを、次の５段階で評価した。
５：前味と後味のメリハリが十分にあり、全体的に十分に濃い味を感じる；
４：前味と後味のメリハリがあり、全体的に十分な味を感じる；
３：普通；
２：前味と後味のメリハリにやや欠けており、全体的に味がやや薄く感じ、やや水っぽい
；
１：前味と後味のメリハリに欠けており、全体的に味がかなり薄く感じ、水っぽい。
この評点が３以上であれば、水っぽさに関して製品として許容される範囲であるといえる
。
【００３９】
　同様に、調製した発酵飲料のコクを次の５段階で評価した。
５：非常に豊かな味わい（複雑味）を感じる；
４：豊かな味わい（複雑味）を感じる；
３：普通；
２：豊かな味わい（複雑味）にやや欠ける；
１：豊かな味わい（複雑味）に欠ける。
この評点が３以上であれば、コクに関して製品として許容される範囲であるといえる。
【００４０】
　同様に、調製した発酵飲料のキレを次の５段階で評価した。
５：不快な後味が残らず、非常に爽快感がある；
４：不快な後味がほとんど残らず、爽快感がある；
３：普通；
２：不快な後味がやや残り、爽快感にやや欠ける；
１：不快な後味が残り、爽快感に欠ける。
この評点が３点以上であれば、キレに関して製品として許容される範囲であるといえる。
【００４１】
　上記「水っぽさ」、「コク」、及び「キレ」に対するパネラー全員の評価結果をそれぞ
れ集計し、その平均値が１以上２未満の場合を×、２以上３未満の場合を△、３以上４未
満の場合を○、４以上５以下の場合を◎と表した。上記のとおり、３点以上、すなわち○
以上の評価であれば、製品として許容される範囲であるということができ、４点以上、す
なわち◎の評価であれば、製品として非常に好ましい特性を有しているといえる。また、
「水っぽさ（前味と後味のメリハリ感）」と、「コク（豊かな味わい）」と、「キレ（爽
快な後味）」の３点が揃って良好である場合に、良好な香味を有する（香味バランスのよ
い）飲料であるといえる。
【００４２】
　なお、糖質濃度の値は、上記した通り、栄養表示基準（平成１５年厚生労働省告示第１
７６号）にしたがって計算した。
【００４３】
　結果を表１に示す。
【００４４】
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【表１】

　表１に示されるとおり、成分Ａの糖質濃度が２．６ｇ／１００ｍＬ以下の場合、コクと
キレは有するものの、やや水っぽさの感じられる飲料となった。これは、飲料の糖質濃度
が一定の値より低くなると、飲料の香味バランスが崩れることを示している。
【００４５】
　＜実施例１＞
　麦芽、糖化スターチ、ホップ、及び水を含む液（麦芽使用比率約４８％）を下面酵母を
用いて１３℃～１９℃で１週間発酵させることにより、糖質２．１ｇ／１００ｍＬのアル
コール含有物（成分Ａ、アルコール分５％）を調製した。また、小麦と水とを含む液を麦
麹を用いて発酵させてアルコール含有物を得て、これを連続蒸留機で蒸留することにより
、小麦スピリッツ（成分Ｂ、アルコール分４４％）を調製した。成分Ａ：成分Ｂを以下の
表２に示す混合比（容積比）で混合して、各種発酵飲料を調製し、飲料の水っぽさ、コク
、及びキレの評価を参考例１と同様の方法で行なった。結果を表２に示す。
【００４６】

【表２】

　表２に示されるとおり、糖質濃度が２．１ｇ／１００ｍＬの発酵飲料において、成分Ｂ
の混合比(容積比）が０．８％以下であると、低糖質発酵飲料の水っぽさが弱まることが
わかった。また、成分Ｂの混合比（容積比）が０．１％以上であると、キレのある発酵飲
料が得られた。この結果は、糖質濃度が２．１ｇ／１００ｍＬといった低糖質の発酵飲料
において、成分Ａと成分Ｂとの混合比（容積比）を成分Ａ：成分Ｂ＝９９９：１～９９２
：８としたときに、水っぽさ、コク、キレの３点について良好なバランスを有する、香味
のよい飲料が得られることを示している。
【００４７】
　＜製造例１＞
　成分Ａ：当業者に周知の方法にて粉砕した欧州産二条大麦麦芽２０ｋｇに水８０Ｌを加
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え、６５℃にて１００分間糖化を行った。同温度にて麦汁ろ過した後、この麦汁に、麦芽
比率が６７％になるように、発泡酒の製造に通常よく使用されている市販の糖シロップ（
加藤化学社製）を添加して加水・攪拌し、ホップ約１００ｇを添加して９０分間煮沸した
。１５℃に冷却後、ビール醸造用酵母約３００ｇを加え、１０日間発酵させたのち、原麦
汁エキスを１１．０重量％に調整し、糖質濃度２．９ｇ／１００ｍＬ、アルコール分約５
％の発泡酒を調製した。なお、原麦汁エキスは、当業者に通常使用されるＳＣＡＢＡ（Se
rvo Chem Automatic Beer Analyzer）法を用いて測定した。
【００４８】
　成分Ｂ：小麦と水とを含む液を麦麹を用いて発酵させてアルコール含有物を得て、これ
を連続蒸留機で蒸留することにより、アルコール分４４％の小麦スピリッツを調製した。
【００４９】
　成分Ａと成分Ｂとを成分Ａ：成分Ｂの混合比（容積比）＝９９４：６となるように混合
した。得られた発酵飲料の糖質濃度は約２．９ｇ／１００ｍＬである。得られた発酵飲料
を無菌的に濾過した後に缶に充填して、缶入りの飲料とした。得られた缶入り飲料を開封
して飲用したところ、水っぽさがほとんど感じられず、また、コクとキレとを有する飲料
であることが確認された。実施例１の評価方法に従った官能評価では、３項目とも◎の評
価であった。
【００５０】
　＜製造例２＞
　成分Ａ：当業者に周知の方法にて粉砕した欧州産二条大麦麦芽２０ｋｇに水８０Ｌを加
え、６５℃にて１００分間糖化を行った。同温度にて麦汁ろ過した後、この麦汁に、麦芽
比率が４９％になるように、純度約７５％の麦芽糖を含む市販のシロップ（ＭＲ７５０：
昭和産業社製）を添加して加水・攪拌し、ホップ約１００ｇを添加して９０分間煮沸した
。１５℃に冷却後、ビール下面醸造用酵母約３００ｇを加え、１０日間発酵させたのち、
原麦汁エキスを１１．０重量％に調整し、糖質濃度２．２ｇ／１００ｍＬ、アルコール分
約５％の発泡酒を調製した。
【００５１】
　成分Ｂ：大麦と水とを含む液を麦麹を用いて発酵させてアルコール含有物を得て、これ
を連続蒸留機で蒸留することにより、アルコール分４４％の大麦スピリッツを調製した。
【００５２】
　成分Ａと成分Ｂとを成分Ａ：成分Ｂの混合比（容積比）＝９９６：４となるように混合
した。得られた発酵飲料の糖質濃度は約２．２ｇ／１００ｍＬである。得られた発酵飲料
を無菌的に濾過した後に缶に充填して、缶入りの飲料とした。得られた缶入り飲料を開封
して飲用したところ、水っぽさがほとんど感じられず、また、コクとキレとを有する飲料
であることが確認された。実施例１の評価方法に従った官能評価では、３項目とも◎の評
価であった。
【００５３】
　＜製造例３＞
　成分Ａ：当業者に周知の方法にて粉砕した欧州産二条大麦麦芽２０ｋｇに水８０Ｌを加
え、糖化酵素として大過剰のアミログルコシダーゼ（ＡＭＧ　３００Ｌ：ノボザイム社製
）及びプルラナーゼ（プロモザイム：ノボザイム社製）を添加して、６５℃にて１００分
間糖化を行った。同温度にて麦汁ろ過した後、この麦汁に、麦芽比率が２０％になるよう
に、純度約９９％のショ糖を含む市販の糖液（ＬＡ６７：三井製糖社製）を添加して加水
・攪拌し、ホップ約１００ｇを添加して９０分間煮沸した。１５℃に冷却後、ビール下面
醸造用酵母約３００ｇを加え、１０日間発酵させたのち、原麦汁エキスを１１．５重量％
に調整し、糖質濃度２．１ｇ／１００ｍＬ、アルコール分約６％の発泡酒を調製した。
【００５４】
　成分Ｂ：小麦と水とを含む液を麦麹を用いて発酵させてアルコール含有物を得て、これ
を連続蒸留機で蒸留することにより、アルコール分７０％の小麦スピリッツを調製した。
【００５５】
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　成分Ａと成分Ｂとを成分Ａ：成分Ｂの混合比（容積比）＝９９７：３となるように混合
した。得られた発酵飲料の糖質濃度は約２．１ｇ／１００ｍＬである。得られた発酵飲料
を無菌的に濾過した後に缶に充填して、缶入りの飲料とした。得られた缶入り飲料を開封
して飲用したところ、水っぽさがほとんど感じられず、また、コクとキレとを有する飲料
であることが確認された。実施例１の評価方法に従った官能評価では、３項目とも◎の評
価であった。実施例１の評価方法に従った官能評価では、３項目とも◎の評価であった。
【００５６】
　＜製造例４＞
　成分Ａ：欧州産二条大麦麦芽１２ｋｇとＥＢＣカラー約１５０の市販の欧州産色麦芽８
ｋｇとを混合、粉砕し、ここに水８０Ｌを加え、糖化酵素として大過剰のアミログルコシ
ダーゼ（ＡＭＧ　３００Ｌ：ノボザイム社製）及びプルラナーゼ（プロモザイム：ノボザ
イム社製）を添加して、６５℃にて１００分間糖化を行った。同温度にて麦汁ろ過した後
、この麦汁に、麦芽比率が４２％になるように、純度約９９％のショ糖を含む市販の糖液
（ＬＡ６７：三井製糖社製）を添加して加水・攪拌し、ホップ約１００ｇを添加して９０
分間煮沸した。１５℃に冷却後、ビール下面醸造用酵母約３００ｇを加え、１０日間発酵
させたのち、原麦汁エキスを１１．５重量％に調整し、糖質濃度２．１ｇ／１００ｍＬ、
アルコール分約６％の発泡酒を調製した。
【００５７】
　成分Ｂ：小麦と水とを含む液を麦麹を用いて発酵させてアルコール含有物を得て、これ
を連続蒸留機で蒸留することにより、アルコール分４４％の小麦スピリッツを調製した。
【００５８】
　成分Ａと成分Ｂとを成分Ａ：成分Ｂの混合比（容積比）＝９９３：７となるように混合
した。得られた発酵飲料の糖質濃度は約２．１ｇ／１００ｍＬである。得られた発酵飲料
を無菌的に濾過した後に缶に充填して、缶入りの飲料とした。得られた缶入り飲料を開封
して飲用したところ、水っぽさがほとんど感じられず、また、コクとキレとを有する飲料
であることが確認された。実施例１の評価方法に従った官能評価では、３項目とも◎の評
価であった。
【００５９】
　＜製造例５＞　
　成分Ａ：欧州産二条大麦麦芽１２ｋｇとＥＢＣカラー約１５０の市販の欧州産色麦芽８
ｋｇとを混合、粉砕し、ここに水８０Ｌを加え、糖化酵素として大過剰のアミログルコシ
ダーゼ（ＡＭＧ　３００Ｌ：ノボザイム社製）及びプルラナーゼ（プロモザイム：ノボザ
イム社製）を添加して、６５℃にて１００分間糖化を行った。同温度にて麦汁ろ過した後
、この麦汁に、麦芽比率が４２％になるように、純度約９９％のショ糖を含む市販の糖液
（ＬＡ６７：三井製糖社製）を添加して加水・攪拌し、市販の酵母エキス（三栄源エフエ
フアイ社製）約４００ｇ及びホップ約１００ｇを添加して９０分間煮沸した。１５℃に冷
却後、ビール下面醸造用酵母約３００ｇを加え、１０日間発酵させたのち、原麦汁エキス
を１１．５重量％に調整し、糖質濃度２．１ｇ／１００ｍＬ、アルコール分約６％の発泡
酒を調製した。
【００６０】
　成分Ｂ：小麦と水とを含む液を麦麹を用いて発酵させてアルコール含有物を得て、これ
を連続蒸留機で蒸留することにより、アルコール分２０％の小麦スピリッツを調製した。
【００６１】
　成分Ａと成分Ｂとを成分Ａ：成分Ｂの混合比（容積比）＝９９２：８となるように混合
した。得られた発酵飲料の糖質濃度は約２．１ｇ／１００ｍＬである。得られた発酵飲料
を無菌的に濾過した後に缶に充填して、缶入りの飲料とした。得られた缶入り飲料を開封
して飲用したところ、水っぽさがほとんど感じられず、また、コクとキレとを有する飲料
であることが確認された。実施例１の評価方法に従った官能評価では、３項目とも◎の評
価であった。
【００６２】
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　＜製造例６＞
　成分Ａ：当業者に周知の方法にて粉砕した欧州産二条大麦麦芽２０ｋｇに水８０Ｌを加
え、大過剰のアミログルコシダーゼ（ＡＭＧ　３００Ｌ：ノボザイム社製）およびプルラ
ナーゼ（プロモザイム：ノボザイム社製）を添加し、６５℃にて１００分間糖化を行った
。同温度にて麦汁ろ過した後、この麦汁に、麦芽比率が２０％になるように、純度約９９
％のショ糖を含む市販の糖液（ＬＡ６７：三井製糖社製）を、原麦汁エキス換算で約８３
重量％となるように添加して加水・攪拌し、市販のカラメル色素（池田糖化工業社製）約
４０ｇおよびホップ約１００ｇを添加して９０分間煮沸した。１５℃に冷却後、ビール醸
造用酵母約３００ｇを加え、１０日間発酵させたのち、原麦汁エキスを６．０重量％に調
整し、糖質濃度０．４ｇ／１００ｍＬ、アルコール分約３.５％の発泡酒を調製した。な
お、原麦汁エキスは、当業者に通常使用されるＳＣＡＢＡ（Servo Chem Automatic Beer 
Analyzer）法を用いて測定した。
【００６３】
　成分Ｂ：小麦と水とを含む液を麦麹を用いて発酵させてアルコール含有物を得て、これ
を連続蒸留機で蒸留することにより、アルコール分４４％の小麦スピリッツを調製した。
【００６４】
　成分Ａと成分Ｂとを成分Ａ：成分Ｂの混合比（容積比）＝９９７：３となるように混合
した。得られた発酵飲料の糖質濃度は約０．４ｇ／１００ｍＬである。得られた発酵飲料
を無菌的に濾過した後に缶に充填して、缶入りの飲料とした。得られた缶入り飲料を開封
して飲用したところ、水っぽさがほとんど感じられず、また、コクとキレとを有する飲料
であることが確認された。実施例１の評価方法に従った官能評価では、３項目とも◎の評
価であった。
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