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(57)【要約】
【課題】低糖質でありながら、濃醇さと味のマイルド感を併せ持つビールテイスト飲料を
提供すること。
【解決手段】原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であり、麦原料が麦芽及び大麦を含
み、糖質含有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満である、ビールテイスト飲料。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であり、麦原料が大麦及び麦芽を含み、糖質含
有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満である、ビールテイスト飲料。
【請求項２】
　原料中の大麦の比率が１質量％以上である、請求項１に記載のビールテイスト飲料。
【請求項３】
　原料中の麦芽の比率が５０質量％以上である、請求項１又は２に記載のビールテイスト
飲料。
【請求項４】
　カプロン酸エチル濃度が０．８ｐｐｍ以下である、請求項１～３のいずれか一項に記載
のビールテイスト飲料。
【請求項５】
　原料中の麦芽の比率が５０質量％未満である、請求項１又は２に記載のビールテイスト
飲料。
【請求項６】
　アセトアルデヒド濃度が１５ｐｐｍ以下である、請求項１、２又は５に記載のビールテ
イスト飲料。
【請求項７】
　原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であり、かつ麦芽及び大麦を含む麦原料を用い
、
　ビールテイスト飲料の糖質含有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満となるように調整するこ
とを含む、ビールテイスト飲料の製造方法。
【請求項８】
　麦原料として大麦及び麦芽を用いること、及び糖質含有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満
となるように調整することを含む、原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であるビール
テイスト飲料に、濃醇さと味のマイルド感を付与する方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビールテイスト飲料、ビールテイスト飲料の製造方法、及びビールテイスト
飲料に濃醇さと味のマイルド感を付与する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、消費者の嗜好性の多様化から、ビール、発泡酒、リキュールなどのビールテイス
ト飲料が広く消費されている。このようなビールテイスト飲料の消費拡大に伴って、ビー
ルテイスト飲料の香味を向上させる方法が種々報告されている。例えば特許文献１には、
ビールテイスト飲料のキレを維持しつつ、コクを増強する方法として、水溶性食物繊維と
、一定量の高甘味度甘味料を含有するビールテイスト飲料が開示されている。
【０００３】
　一方で、近年の健康志向の上昇から、糖質含有量の低いビールテイスト飲料の需要が高
まっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１６６１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　本発明は、低糖質でありながら、濃醇さと味のマイルド感を併せ持つビールテイスト飲
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】
【０００６】
　本発明は、原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であり、麦原料が大麦及び麦芽を含
み、糖質含有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満である、ビールテイスト飲料を提供する。本
発明のビールテイスト飲料は、上記構成を備えることにより、濃醇さと味のマイルド感を
有している。
【０００７】
　上記ビールテイスト飲料は、原料中の大麦の比率が１質量％以上であることが好ましい
。原料中の大麦の比率が上記範囲であることにより、ビールテイスト飲料の濃醇さと味の
マイルド感がより良好なものとなる。
【０００８】
　上記ビールテイスト飲料において、原料中の麦芽の比率が５０質量％以上である場合、
カプロン酸エチル濃度が０．８ｐｐｍ以下であることが好ましい。これにより、ビールテ
イスト飲料の味の冗長さ（味をだらだらと感じ続けること）がより低減される。
【０００９】
　上記ビールテイスト飲料において、原料中の麦芽の比率が５０質量％未満である場合、
アセトアルデヒド濃度が１５ｐｐｍ以下であることが好ましい。これにより、ビールテイ
スト飲料の未熟的な香り（熟していない果実の有する青臭い香り）がより低減される。
【００１０】
　本発明はまた、原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であり、かつ麦芽及び大麦を含
む麦原料を用い、ビールテイスト飲料の糖質含有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満となるよ
うに調整することを含む、ビールテイスト飲料の製造方法を提供する。
【００１１】
　本発明はまた、麦原料として大麦及び麦芽を用いること、及び糖質含有量が２．５ｇ／
１００ｍｌ未満となるように調整することを含む、原料中の麦原料の比率が７０質量％以
上であるビールテイスト飲料に、濃醇さと味のマイルド感を付与する方法を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、低糖質でありながら、濃醇さと味のマイルド感を併せ持つビールテイ
スト飲料を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の
実施形態に限定されるものではない。
【００１４】
　本明細書において「原料」とは、酒税法（平成二八年三月三一日法律第一六号）に基づ
いて決定されたビールテイスト飲料の製造に用いられる全原料のうち、水及びホップ以外
のものを意味する。
【００１５】
　本明細書において「約」とは、±３％の範囲内の数値を示す。
【００１６】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であ
り、麦原料が大麦及び麦芽を含み、糖質含有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満である。
【００１７】
　本明細書において、ビールテイスト飲料とは、ビール様の香味を有する飲料を意味する
。ビールテイスト飲料は、アルコール度数が１ｖ／ｖ％以上であるビールテイストアルコ
ール飲料であってもよく、アルコール度数が１ｖ／ｖ％未満であるノンビールテイストア
ルコール飲料であってもよい。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、ビールテイスト
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飲料としてのアルコール感を担保する観点から、アルコール度数が１ｖ／ｖ％以上である
ビールテイストアルコール飲料であることが好ましい。なお、本明細書においてアルコー
ルとは、特に言及しない限りエタノールを意味する。
【００１８】
　ビールテイストアルコール飲料としては、例えば、酒税法（平成二八年三月三一日法律
第一六号）上のビール、発泡酒、その他の発泡性酒類、リキュールに分類されるものが挙
げられる。
【００１９】
　ビールテイストアルコール飲料のアルコール度数の下限は、例えば、１ｖ／ｖ％以上、
２ｖ／ｖ％以上、３ｖ／ｖ％以上、４ｖ／ｖ％以上、又は５ｖ／ｖ％以上であってもよい
。また、ビールテイストアルコール飲料のアルコール度数の上限は、例えば、２０ｖ／ｖ
％以下、１５ｖ／ｖ％以下、１０ｖ／ｖ％以下、９ｖ／ｖ％以下、８ｖ／ｖ％以下、７ｖ
／ｖ％以下、６ｖ／ｖ％以下、５ｖ／ｖ％以下、４ｖ／ｖ％以下、又は３ｖ／ｖ％以下で
あってもよい。
【００２０】
　ノンアルコールビールテイスト飲料は、実質的にアルコールを含有しないビールテイス
ト飲料である。ノンアルコールビールテイスト飲料のアルコール度数は、１ｖ／ｖ％未満
であればよく、０．５ｖ／ｖ％以下であってよく、０．１ｖ／ｖ％以下であってよく、０
．００５ｖ／ｖ％未満（０．００ｖ／ｖ％）であってもよい。
【００２１】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、発泡性であってもよく、非発泡性であっても
よい。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、発泡性であることが好ましい。本明細書
において発泡性とは、２０℃におけるガス圧が０．０４９ＭＰａ（０．５ｋｇ／ｃｍ２）
以上であることをいい、非発泡性とは、２０℃におけるガス圧が０．０４９ＭＰａ（０．
５ｋｇ／ｃｍ２）未満であることをいう。発泡性とする場合、ガス圧の上限は０．２９４
ＭＰａ（３．０ｋｇ／ｃｍ２）程度であってもよく、０．２３５ＭＰａ（２．４ｋｇ／ｃ
ｍ２）程度であってもよい。
【００２２】
　本明細書において麦原料とは、麦又は麦加工物をいう。麦としては、例えば、大麦、小
麦、ライ麦、カラス麦、オート麦、ハト麦、エン麦が挙げられる。麦加工物としては、例
えば、麦エキス、麦芽が挙げられる。麦エキスは、麦から糖分及び窒素分を含む麦エキス
分を抽出することにより得られる。麦芽は麦を発芽させることにより得られる。麦芽には
モルトエキスが含まれる。モルトエキスは、麦芽から糖分及び窒素分を含むエキス分を抽
出することにより得られる。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、麦原料として大麦
及び麦芽を含む。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、麦原料として大麦及び麦芽に
加えて他の麦原料を含んでもよいが、麦原料として大麦及び麦芽のみを含むことが好まし
い。
【００２３】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であ
ればよく、８０質量％以上、９０質量％以上、９５質量％以上、９９質量％以上、又は１
００質量％であってよい。原料中の麦原料の比率が上記範囲であると、ビールテイスト飲
料の濃醇さと味のマイルド感がより良好なものとなる。
【００２４】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料中の大麦の比率が１質量％以上であるこ
とが好ましい。原料中の大麦の比率が上記範囲であると、ビールテイスト飲料の濃醇さと
味のマイルド感がより良好なものとなる。原料中の大麦の比率は、３質量％以上、５質量
％以上、１０質量％以上、２０質量％以上、２５質量％以上、５０質量％以上、６６質量
％以上、６７質量％以上、７０質量％以上、７５質量％以上、８０質量％以上、９０質量
％以上、９５質量％以上、又は９９質量％以上であってよい。
【００２５】
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　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料中の麦芽の比率が１質量％以上、３質量
％以上、５質量％以上、１０質量％以上、２０質量％以上、２５質量％以上、５０質量％
以上、６６質量％以上、６７質量％以上、７０質量％以上、８０質量％以上、９０質量％
以上、９５質量％以上、又は９９質量％以上であってよい。また、本実施形態に係るビー
ルテイスト飲料は、原料中の麦芽の比率が９９質量％以下、９５質量％以下、９０質量％
以下、８０質量％以下、７０質量％以下、６７質量％以下、６６質量％以下、５０質量％
以下、５０質量％未満、２５質量％以下、２５質量％未満、２０質量％以下、１０質量％
以下、５質量％以下、３質量％以下、又は１質量％以下であってよい。
【００２６】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料が麦原料以外のものを含んでもよい。麦
原料以外の原料は、例えば、とうもろこし、米類、コウリャン等の穀類；馬鈴薯、サツマ
イモ等のイモ類；大豆、エンドウ等の豆類等の植物原料であってよく、スターチ、グリッ
ツ、液糖等の糖質原料（糖類）であってもよい。本実施形態に係るビールテイスト飲料に
おいては、より濃醇な味わいを担保する観点から、原料としてとうもろこしを用いないこ
とが好ましい。また、本実施形態に係るビールテイスト飲料においては、甘みのべとつき
を抑える観点から、原料として糖質原料（糖類）を用いないことが好ましい。さらに、本
実施形態に係るビールテイスト飲料においては、より濃醇な味わいを担保する観点、甘み
のべとつきを抑える観点から、原料としてとうもろこし及び糖質原料（糖類）を用いない
ことが好ましい。
【００２７】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、糖質含有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満であ
る。本明細書において糖質とは、食品の栄養表示基準（平成１５年厚生労働省告示第１７
６号）に基づく糖質をいう。具体的には、糖質は、食品から、タンパク質、脂質、食物繊
維、灰分、水分及びアルコール分を除いたものをいう。ビールテイスト飲料中の糖質含有
量は、当該ビールテイスト飲料の重量から、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分、水分及
びアルコール分の量を控除することにより算定される。タンパク質、脂質、灰分、水分の
量は、栄養表示基準に掲げる方法により測定する。アルコール分の量は、水分量とともに
測定することができる。具体的には、タンパク質の量は改良デュマ法による全窒素（タン
パク質）の定量法で測定し、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、水分及びアルコール分の量はカールフィッ
シャー法、乾燥助剤法、減圧加熱乾燥法、常圧加熱乾燥法又はプラスチックフィルム法で
測定することができる。
【００２８】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料の糖質含有量は、２．０ｇ／１００ｍｌ以下、１
．８ｇ／１００ｍｌ以下、１．６ｇ／１００ｍｌ以下、又は１．５ｇ／１００ｍｌ以下で
あってもよい。また、本実施形態に係るビールテイスト飲料の糖質含有量は、０．１ｇ／
１００ｍｌ以上、０．２ｇ／１００ｍｌ以上、０．３ｇ／１００ｍｌ以上、０．５ｇ／１
００ｍｌ以上、１．０ｇ／１００ｍｌ以上、１．２ｇ／１００ｍｌ以上、又は１．３ｇ／
１００ｍｌ以上であってもよい。糖質含有量は、酵素（特に多糖分解酵素）の添加量、原
料の種類及び使用量等によって調整することができる。
【００２９】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料において、原料中の麦芽の比率が５０質量％以上
である場合、カプロン酸エチルの濃度は０．８ｐｐｍ以下であることが好ましい。カプロ
ン酸エチルの濃度が上記範囲であると、ビールテイスト飲料の味の冗長さがより低減され
る。本実施形態に係るビールテイスト飲料のカプロン酸エチルの濃度は、０．５ｐｐｍ以
下であることがより好ましく、０．４ｐｐｍ以下であることが更に好ましく、０．３ｐｐ
ｍ以下であることが特に好ましい。カプロン酸エチルの濃度は、０．１ｐｐｍ以上、又は
０．２ｐｐｍ以上であってよい。カプロン酸エチルの濃度は、酵素添加量、原料の種類及
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び使用量、発酵条件等によって調整することができる。
【００３０】
　カプロン酸エチルの濃度は、改訂ＢＣＯＪビール分析法（公益財団法人日本醸造協会発
行、ビール酒造組合国際技術委員会〔分析委員会〕編集、２０１３年増補改訂）の「８．
２２　低沸点香気成分」に記載の方法によって測定することができる。
【００３１】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料において、原料中の麦芽の比率が５０質量％未満
である場合、アセトアルデヒドの濃度は１５ｐｐｍ以下であることが好ましい。アセトア
ルデヒドの濃度が上記範囲であると、ビールテイスト飲料の未熟的な香り（熟していない
果実の有する青臭い香り）がより低減される。本実施形態に係るビールテイスト飲料のア
セトアルデヒドの濃度は、１３ｐｐｍ以下、１０ｐｐｍ以下、７ｐｐｍ以下、５ｐｐｍ以
下、３ｐｐｍ以下、又は２ｐｐｍ以下であることがより好ましい。アセトアルデヒドの濃
度は、０．１ｐｐｍ以上、０．５ｐｐｐｍ以上、１ｐｐｍ以上、又は２ｐｐｍ以上であっ
てよい。アセトアルデヒドの濃度は、酵素添加量、原料の種類及び使用量、発酵条件等に
よって調整することができる。
【００３２】
　アセトアルデヒドの濃度は、改訂ＢＣＯＪビール分析法（公益財団法人日本醸造協会発
行、ビール酒造組合国際技術委員会〔分析委員会〕編集、２０１３年増補改訂）の「８．
２２　低沸点香気成分」に記載の方法によって測定することができる。
【００３３】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料の食物繊維含有量は、１．０ｇ／１００ｍｌ未満
、０．７ｇ／１００ｍｌ未満、０．５ｇ／１００ｍｌ未満、０．３ｇ／１００ｍｌ未満、
又は０．２ｇ／１００ｍｌ未満であってよい。食物繊維含有量は、高速液体クロマトグラ
フ法又はプロスキー法で測定することができる。食物繊維含有量は、原料の種類及び使用
量等によって調整することができる。
【００３４】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、植物原料由来の食物繊維のほか、原料として
別途用いた食物繊維を含んでいてもよい。このような食物繊維としては、例えば難消化性
デキストリンが挙げられる。本実施形態に係るビールテイスト飲料においては、後味の質
（後味がしっかりしたものであり、かつ渋味が少ないものであること）がより良好なもの
となる観点から、原料として食物繊維を用いないことが好ましい。
【００３５】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、酵母エキスを原料として使用してもよいが、
酵母エキス特有の香りをビールテイスト飲料に持ち込まない観点から、原料として酵母エ
キスを使用していないことが好ましい。
【００３６】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、高甘味度甘味料を含んでいてもよい。高甘味
度甘味料としては、例えば、人工甘味料、ステビア等が挙げられる。人工甘味料としては
、例えば、アセスルファムカリウム、スクラロース、アスパルテーム、アドバンテーム、
ネオテーム等が挙げられる。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、人工甘味料特有の
味質をビールテイスト飲料に持ち込まない観点から、人工甘味料を含まないことが好まし
い。
【００３７】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、着色料を含んでいてもよい。着色料としては
、例えば、カラメル色素、クチナシ色素、果汁色素、野菜色素、合成色素等が挙げられる
。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、着色料特有の味質をビールテイスト飲料に持
ち込まない観点から、着色料を含まないことが好ましい。
【００３８】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、上述した人工甘味料、着色料に加えて、飲料
に通常配合される酸化防止剤、香料、酸味料、塩類等の添加剤を含んでいてもよい。本実
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施形態に係るビールテイスト飲料は、酸化防止剤、香料、酸味料、塩類を含まないことが
好ましい。
【００３９】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、容器に入れて提供することができる。容器は
密閉できるものであればよく、金属製（アルミニウム製又はスチール製など）のいわゆる
缶容器・樽容器を適用することができる。また、容器は、ガラス容器、ペットボトル容器
、紙容器、パウチ容器等を適用することもできる。容器の容量は特に限定されるものでは
なく、現在流通しているどのようなものも適用することができる。なお、気体、水分及び
光線を完全に遮断し、長期間常温で安定した品質を保つことが可能な点から、金属製の容
器を適用することが好ましい。
【００４０】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料の製造方法は、原料中の麦原料の比率が７０質量
％以上であり、かつ大麦及び麦芽を含む麦原料を用い、ビールテイスト飲料の糖質含有量
が２．５ｇ／１００ｍｌ未満となるように調整することを含む。
【００４１】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、例えば、大麦及び麦芽を含む麦原料、水、並
びに必要に応じて酵素、各種添加剤を混合して麦原料を糖化し、糖化液を濾過して得られ
た麦汁に、必要に応じて、ホップの添加、煮沸、冷却等を行って発酵前液を得る仕込工程
、発酵前液にビール酵母を添加し、必要に応じて酵素を添加して発酵させる発酵工程を経
ることで製造することができる。ビールテイスト飲料中の糖質含有量は、例えば、上記仕
込工程及び／又は発酵工程において、酵素（特に多糖分解酵素）の添加量、原料の種類及
び使用量等を適宜調整することによって、２．５ｇ／１００ｍｌ未満となるように調整す
ることができる。
【００４２】
　上記仕込工程及び／又は発酵工程で添加する多糖分解酵素としては、例えば、α－アミ
ラーゼ、β－アミラーゼ、プルラナーゼ、グルコアミラーゼ、α－グルコシダーゼ、イソ
アミラーゼ、セルラーゼ（β－グルカナーゼを含む）、ヘミセルラーゼが挙げられる。多
糖分解酵素は、１種を単独で使用してもよく、複数種を併用してもよい。多糖分解酵素の
添加量は、使用する酵素の種類、酵素活性、原料の種類等に応じて適宜調節することがで
きる。多糖分解酵素の添加量は、例えば、原料の総量に対して０．００１質量％以上、０
．０１質量％以上、０．０５質量％以上、０．１質量％以上、０．３質量％以上、０．５
質量％以上、１．０質量％以上、又は２．０質量％以上であってよく、５．０質量％以下
、３．０質量％以下、１．０質量％以下、０．５質量％以下、０．４質量％以下、０．３
質量％以下、又は０．１質量％以下であってよい。
【００４３】
　上記仕込工程で添加するプロテアーゼとしては、例えば、酸性プロテアーゼ、中性プロ
テアーゼ、アルカリプロテアーゼ、カルボキシペプチダーゼ、アミノペプチダーゼ、エキ
ソ型プロテアーゼ、エンド型プロテアーゼが挙げられる。また、エンド型及びエキソ型両
方の性質を有するプロテアーゼが挙げられる。プロテアーゼは、１種を単独で使用しても
よく、複数種を併用してもよい。プロテアーゼの添加量は、使用する酵素の種類、酵素活
性、原料の種類等に応じて適宜調節することができる。
【００４４】
　仕込工程で添加するホップとしては、例えば、乾燥ホップ、ホップペレット、ホップエ
キスを用いることができる。ホップは、ローホップ、ヘキサホップ、テトラホップ、イソ
化ホップエキス等のホップ加工品であってもよい。
【００４５】
　本実施形態に係るビールテイストアルコール飲料の製造方法は、上記発酵工程で得られ
た発酵後液に対して濾過、加熱（殺菌）、アルコールの添加、カーボネーション等を行う
発酵後工程を含んでもよい。
【００４６】
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　発酵後工程で添加するアルコールとしては、例えば、スピリッツを用いることができ、
中でも大麦スピリッツが好ましい。一実施形態として、ビールテイスト飲料はスピリッツ
（好ましくは、大麦スピリッツ）を含んでもよい。発酵後工程で添加するアルコールの量
は、発酵後液の総量に対して１ｖ／ｖ％未満、０．５ｖ／ｖ％未満、０．１ｖ／ｖ％未満
、又は０．０５ｖ／ｖ％未満であってよい。
【００４７】
　本実施形態に係るノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法は、上記発酵工程を含
まなくてもよい。また、本実施形態に係るノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法
は、上記発酵工程において、発酵期間を短くしてアルコールの生成を抑制することを含ん
でもよく、上記発酵工程で得られた発酵後液を蒸留又は希釈することによりアルコールを
除去又は低減させることを含んでもよい。さらに、本実施形態に係るノンアルコールビー
ルテイスト飲料の製造方法は、上記仕込工程で得られた発酵前液（麦汁）又は実質的にア
ルコールを含有しない発酵後液に対して、濾過、加熱（殺菌）、カーボネーション等を行
う工程を含んでもよい。
【００４８】
　本実施形態に係るビールテイスト飲料は、良好な濃醇さと味のマイルド感を有するとい
う効果を奏する。したがって、本発明の一実施形態として、麦原料として大麦及び麦芽を
用いること、及び糖質含有量が２．５ｇ／１００ｍｌ未満となるように調整することを含
む、原料中の麦原料の比率が７０質量％以上であるビールテイスト飲料に、良好な濃醇さ
と味のマイルド感を付与する方法が提供される。
【実施例】
【００４９】
　以下、実施例に基づいて本発明をより具体的に説明する。ただし、本発明は以下の実施
例に限定されるものではない。
【００５０】
〔試験例１：ビールテイスト飲料の製造及び評価（１）〕
（比較例１及び実施例１～３のビールテイスト飲料の製造）
　表１に示す比率の大麦及び麦芽、水、並びに多糖分解酵素を仕込槽に投入し、常法に従
って糖化液を製造した。得られた糖化液を濾過して麦汁を得た。得られた麦汁にホップを
添加して煮沸し、沈殿物を分離、除去した後、冷却した。得られた発酵前液（冷麦汁）に
ビール酵母を添加し、所定期間発酵させ、比較例１及び実施例１～３のビールテイスト飲
料を製造した。
【００５１】
（実施例４及び５のビールテイスト飲料の製造）
　表１に示す比率の大麦及び麦芽、水、多糖分解酵素並びにプロテアーゼを仕込槽に投入
し、常法に従って糖化液を製造した。得られた糖化液を濾過して麦汁を得た。得られた麦
汁にホップを添加して煮沸し、沈殿物を分離、除去した後、冷却した。得られた発酵前液
（冷麦汁）にビール酵母を添加し、所定期間発酵させ、実施例４及び５のビールテイスト
飲料を製造した。
【００５２】
（比較例３のビールテイスト飲料の製造）
　表１に示す比率の大麦及び麦芽、水、並びに多糖分解酵素を仕込槽に投入し、常法に従
って糖化液を製造した。得られた糖化液を濾過して麦汁を得た。得られた麦汁に、糖類（
原料中の比率約５０質量％）、及びホップを添加して煮沸し、沈殿物を分離、除去した後
、冷却した。得られた発酵前液（冷麦汁）にビール酵母を添加し、所定期間発酵させ、比
較例３のビールテイスト飲料を製造した。
【００５３】
（糖質量の算出）
　上記製造した各ビールテイストアルコール飲料の水分、アルコール分、タンパク質、灰
分の量をそれぞれ測定した。水分とアルコール分は常圧加熱乾燥法により測定した。タン
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は、直接灰化法により測定した。ビールテイストアルコール飲料中の脂質量を０ｇ／１０
０ｍｌ、食物繊維量を０ｇ／１００ｍｌとみなし、ビールテイストアルコール飲料の重量
から、水分、アルコール分、タンパク質量及び灰分量を引いた値をビールテイストアルコ
ール飲料の糖質量（ｇ／１００ｍｌ）として算定した。結果を表１に示す。
【００５４】
（官能評価）
　上記製造した各ビールテイストアルコール飲料及び市販のビールテイスト飲料（比較例
２）について、訓練された４名のパネルにより官能評価を行った。官能評価は、濃醇さ及
び味のマイルド感の評価項目について、１～５の５段階で行い、その平均値を評価スコア
とした。濃醇さ及び味のマイルド感ともに、数値が高いほど良好に感じられることを示す
。結果を表１に示す。
【００５５】
【表１】

【００５６】
　原料中に大麦を含まない市販のビールテイスト飲料（比較例２）では、濃醇さ及び味の
マイルド感ともに不十分であった。また、原料中の麦原料比率が１００質量％であり、か
つ原料中の麦芽比率が１００質量％である比較例１のビールテイスト飲料では、味のマイ
ルド感に優れている一方、濃醇さにおいては不十分であった。これに対し、原料中の麦原
料比率が１００質量％であり、かつ麦原料中に大麦を配合した実施例１～５のビールテイ
スト飲料では、良好な濃醇さと味のマイルド感を併せ有していた。なお、原料中に大麦を
含むものの、原料中の麦原料比率が５０質量％である比較例３のビールテイスト飲料では
、原料中の麦原料比率が１００質量％である実施例１～５のビールテイスト飲料と比較し
て、濃醇さ及び味のマイルド感ともに劣る結果となった。
【００５７】
〔試験例２：ビールテイスト飲料の製造及び評価（２）〕
　実施例２のビールテイスト飲料に、飲料中のカプロン酸エチルが表２に示す濃度となる
ようにカプロン酸エチルを適宜添加し、実施例６～８のビールテイスト飲料を調製した。
調製したビールテイスト飲料について、試験例１と同様に官能評価を行った。また、評価
項目として味の冗長さを加えて評価した。味の冗長さの評価は１～５の５段階で行い、そ
の平均値を評価スコアとした。味の冗長さとは、味をだらだらと感じ続けることであり、
数値が高いほど味の冗長さがより感じられないことを示す。結果を表２に示す。
【００５８】
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【００５９】
　カプロン酸エチル濃度が０．５ｐｐｍ以下である実施例２、６及び７のビールテイスト
アルコール飲料は、濃醇さ及び味のマイルド感ともに良好であり、味の冗長さもあまり感
じられなかった。一方、カプロン酸エチル濃度が１．０ｐｐｍである実施例８のビールテ
イストアルコール飲料では、実施例２、６及び７と比較して味の冗長さがやや強く感じら
れるものの、濃醇さ及び味のマイルド感ともに良好であった。
【００６０】
〔試験例３：ビールテイスト飲料の製造及び評価（３）〕
　実施例５のビールテイスト飲料に、飲料中のアセトアルデヒドが表３に示す濃度となる
ようにアセトアルデヒドを適宜添加し、実施例９～１１のビールテイスト飲料を調製した
。調製したビールテイスト飲料について、試験例１と同様に官能評価を行った。また、評
価項目として未熟的な香りを加えて評価した。未熟的な香りの評価は１～５の５段階で行
い、その平均値を評価スコアとした。未熟的な香りとは、熟していない果実の有する青臭
い香りであり、数値が高いほど未熟的な香りをより感じないことを示す。結果を表３に示
す。
【００６１】

【表３】

【００６２】
　アセトアルデヒド濃度が１０ｐｐｍ以下である実施例５、９及び１０のビールテイスト
アルコール飲料は、濃醇さ及び味のマイルド感ともに良好であり、未熟的な香りもあまり
感じられなかった。一方、アセトアルデヒド濃度が２０ｐｐｍである実施例１１のビール
テイストアルコール飲料では、実施例５、９及び１０と比較して未熟的な香りがやや強く
感じられるものの、濃醇さ及び味のマイルド感ともに良好であった。
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