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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビールを製造する際に通常使用される麦芽を含むデンプン原料を糖化して得た麦汁を発
酵させ、熟成させ、酵母除去して製造されたビール様アルコール含有液を凍結乾燥させる
工程、を包含するビール様飲料用風味改善剤の製造方法。
【請求項２】
　前記ビール様アルコール含有液が、ビールを製造する際に通常使用される麦芽を２５重
量％（ｗ／ｗ）以上の量で含有する穀物類をデンプン原料として用いて製造されたもので
ある請求項１に記載のビール様飲料用風味改善剤の製造方法。
【請求項３】
　風味を改善しようとするビール様飲料が、麦芽を２５重量％（ｗ／ｗ）以下の量で含有
する穀物類をデンプン原料として用いて製造されたものである、請求項１又は２に記載の
ビール様飲料用風味改善剤の製造方法。
【請求項４】
　風味を改善しようとするビール様飲料が、ビール様低糖質アルコール飲料、ビール様低
プリン体アルコール飲料、ビール様糖質ゼロアルコール飲料又はビール様ノンアルコール
飲料である、請求項１又は２に記載のビール様飲料用風味改善剤の製造方法。
【請求項５】
　風味を改善しようとするビール様飲料に対して請求項１～４のいずれか一項に記載の製
造方法で得られたビール様飲料用風味改善剤を添加することによりコク感又はビールらし
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い風味を付与又は増強する工程を包含する、ビール様飲料の製造方法。
【請求項６】
　前記ビール様飲料用風味改善剤が風味を改善しようとするビール様飲料１００ｍｌに対
して０．０１～３０ｇの割合となる量で添加される請求項５に記載のビール様飲料の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビール凍結乾燥物に関し、特に、ビール様飲料の風味を改善するために使用
するビール凍結乾燥物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の低価格志向を背景に、麦芽使用比率が低い、または、麦芽を使用しないビール様
飲料が数多く市販されている。このように麦芽使用量を低減させたビール様飲料では本格
的なビールの風味やコク感が失われてしまうことが多い。
【０００３】
　また、近年の健康ブームを背景に、低糖質、低カロリー、低アルコール、糖質ゼロ又は
ノンアルコール等、機能系のビール様飲料が数多く市販されている。例えば、糖質やプリ
ン体の含有量を低減させたビール様アルコール飲料は、その製造工程において活性炭処理
等の方法により、糖質やプリン体の除去を行っている。その過程で、ビールらしい風味を
維持するために本来必要な成分まで除去されてしまい、風味のバランスが崩れてしまうこ
とがある。
【０００４】
　また、風味バランスが崩れない場合でも、不要成分を除去する課程でビール様飲料のコ
ク感が低減し、ビールらしい風味が失われてしまうことは多い。
【０００５】
　ビール様ノンアルコール飲料は一般的にアルコール発酵工程を経ずに製造されるため、
ビールらしさを欠き、飲用意向に劣るという問題がある。
【０００６】
　特許文献１及び２では、麦芽又はホップ等のビール原料に含まれる風味物質を使用して
ビールの風味の一部を改善する試みが行われている。しかし、使用されている風味物質は
本来ビールに含まれている風味物質と成分及び組成が相違し、ビールのコク感又はビール
らしい風味を付与又は増強することは行われていない。
【０００７】
　特許文献３には、酒類を噴霧乾燥又は凍結乾燥して得られる粉末酒を主成分とするアル
コール含有錠剤を製造することが記載されている。得られるアルコール含有錠剤は水を加
えて飲用されたり、菓子、料理に酒類の風味を付与するために使用される。特許文献３の
アルコール含有錠剤は、酒類の風味を改善するために使用されていない。また、特許文献
３には凍結乾燥される酒類としてビールは記載されていない。更に、特許文献３の実施例
においては、凍結乾燥の操作が実際には行なわれていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１３１６６号公報
【特許文献２】国際公開ＷＯ２０１０／０７９７７８号公報
【特許文献３】特開昭６１－６７４７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記従来の問題を解決するものであり、その目的とするところは、ビールらし
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い風味が弱いビール様飲料に、ビールらしい風味を付与することができ、又はそのビール
らしい風味を増強することができる添加物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、発酵工程を経て製造されたビール様アルコール含有液を凍結乾燥させて得ら
れるビール凍結乾燥物を含むビール様飲料用風味改善剤を提供する。
【００１１】
　ある一形態においては、前記ビール様アルコール含有液が、麦芽を２５重量％（ｗ／ｗ
）以上の量で含有する穀物類をデンプン原料として用いて製造されたものである。
【００１２】
　ある一形態においては、風味を改善しようとするビール様飲料が麦芽を２５重量％（ｗ
／ｗ）以下の量で含有する穀物類をデンプン原料として用いて製造されたものである。
【００１３】
　ある一形態においてはビール様低糖質アルコール飲料、ビール様低プリン体アルコール
飲料、ビール様糖質ゼロアルコール飲料又はビール様ノンアルコール飲料である。
【００１４】
　また、本発明は、風味を改善しようとするビール様飲料に対して上記いずれかのビール
様飲料用風味改善剤を添加することによりビールらしい風味を付与又は増強する工程を包
含する、ビール様飲料の製造方法を提供する。
【００１５】
　ある一形態においては、前記ビール様飲料用風味改善剤は、前記ビール凍結乾燥物が風
味を改善しようとするビール様飲料１００ｍｌに対して０．０１～３０ｇの割合となる量
で添加される。
【００１６】
　また、本発明は、上記いずれかに記載のビール様飲料用風味改善剤を含むビール様飲料
を提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のビール様飲料用風味改善剤を、風味を改善しようとするビール様飲料に添加す
ると、ビール様飲料のビールらしい風味が生成又は増強される。特に、本発明のビール様
飲料用風味改善剤は、ビールらしい風味が弱いビール様飲料に、ビール特有の穀物感及び
コク感を付与することができ、風味のバランスに優れたビール様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】
【００１８】
　発酵工程を経て製造されたビール様アルコール含有液とは、ビール酵母を用いて、炭素
源、窒素源、ホップ類などを含むビール醸造用液をアルコール発酵させて得られたビール
風味を有する液体をいう。炭素源としては、穀物類等のデンプン原料を糖化して得た糖液
、又は糖類そのものから得た糖液などが使用される。デンプン原料である穀物類としては
、麦芽及び大麦、米、とうもろこしなどが使用される。窒素源としては、麦芽以外の植物
由来のタンパク質もしくはその加水分解物が使用される。
【００１９】
　炭素源である糖液は、穀物類を糖化して得られるものが好ましい。そして、該穀物類は
麦芽を含有することが好ましい。該穀物類中、麦芽の含有量は、好ましくは２５重量％（
ｗ／ｗ）以上、より好ましくは５０重量％（ｗ／ｗ）以上、更に好ましくは７５％（ｗ／
ｗ）以上である。穀物類中の麦芽の含有量が２５重量％（ｗ／ｗ）未満であると、得られ
るビール凍結乾燥物のビールらしい風味が弱くなり、ビール用飲料用風味改善剤としての
機能が低下することがある。
【００２０】
　ビール様アルコール含有液の製造方法は、ビールを製造する際に通常行われる工程を包
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含する。一例として、麦芽を含む穀類を粉砕し、副原料及び水と混合して煮沸することに
より、デンプンを糖化する。得られる麦汁（糖液）にホップを加えて更に煮沸した後冷却
し、冷却液にビール酵母を加えて発酵させる。次いで、発酵液を低温で熟成させ、酵母な
どを除去して、ビール様アルコール含有液が得られる。
【００２１】
　発酵工程を経て製造されたビール様アルコール含有液は、真空凍結乾燥法を使用して乾
燥される。真空凍結乾燥法は、水分を含んだ食品や食品原料を、マイナス３０℃程度以下
の低温で急速に凍結し、さらに減圧して真空状態で水分を昇華させて乾燥させる方法であ
る。真空凍結乾燥法はフリーズドライ法とも呼ばれる。
【００２２】
　真空凍結乾燥の過程では、ビール様アルコール含有液に含有されているエタノール及び
水等の昇華性成分は昇華する。昇華性成分の昇華が終了した後、不昇華性成分である残渣
が得られる。これがビール凍結乾燥物である。ビール凍結乾燥物は、外観が多孔性固体状
又は粉体状である。真空凍結乾燥を行うことにより、ビール様アルコール含有液は、ビー
ル特有の香り及び味を維持したまま乾燥される。
【００２３】
　真空凍結乾燥を行う際、凍結温度は０℃以下、好ましくは－１０～－８０℃、より好ま
しくは－３０～－８０℃である。凍結温度が低温であればあるほど、試料を凍結させるま
でに要する時間が短くなる。また、真空凍結乾燥を行う際の減圧度は１００Ｐａ以下、好
ましくは１００～５Ｐａ、より好ましくは２０～５Ｐａである。減圧度が低ければ低いほ
ど、乾燥に要する時間が短い。
【００２４】
　ビール凍結乾燥物の水分含有量は乾燥を行う時間に依存して変化するが、一般に、１５
％以下、好ましくは１０～１％である。ビール凍結乾燥物の水分含有量が２０％を超える
と凍結乾燥物が固形化し、取り扱いにくくなる。
【００２５】
　このようにして得られたビール凍結乾燥物は、ビール様飲料の風味を改善するための添
加剤、即ち、ビール様飲料用風味改善剤として使用される。ビール凍結乾燥物は単独で使
用されてよく、又はこれとは異なるビール様飲料用風味改善剤と組み合わせて使用されて
もよい。風味とは香り及び味をいう。改善とは一般的な消費者の嗜好に合うように改変す
ることをいい、具体的には、ビールらしい風味、及びビール特有の穀物感及びコク感、及
び優れた風味バランスを生成すること、又はこれを増強することをいう。
【００２６】
　ビール様飲料とは、ビールらしい風味を有する飲料の全てを指していう。例えば、ビー
ル様飲料には、上述のビール様アルコール含有液、ビール、発泡酒、雑酒、リキュール類
、スピリッツ類、低アルコール飲料、ノンアルコール飲料などであって、ビールらしい風
味を有するものが含まれる。
【００２７】
　中でも、風味を改善する対象として好ましいビール様飲料は、デンプン原料中麦芽使用
比率が低いビール様飲料、または、デンプン原料として麦芽を使用しないビール様飲料で
ある。このようなビール様飲料はビール特有の風味やコク感が弱いからである。例えば、
発酵工程を経て製造されるビール様アルコール飲料であっても、麦芽の使用比率が低い、
または、麦芽を使用しない場合は、同様である。例えば、麦芽を２５重量％（ｗ／ｗ）以
下、特に２０重量％以下又は１５重量％以下の量で含有する穀物類をデンプン原料として
用いて製造されたビール様飲料はビール特有の風味やコク感に乏しいものが多い。
【００２８】
　また、ビール様低糖質アルコール飲料、ビール様低プリン体アルコール飲料、ビール様
低カロリーアルコール飲料及びビール様低アルコール飲料等のいわゆる機能系のビール様
アルコール飲料も風味を改善する対象として好ましいビール様飲料である。これらは、低
糖質化、低カロリー化、低プリン体化又は低アルコール化される課程で適切な風味を実現
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するのに必要な風味物質が除去されてしまい、コク感又はビールらしい風味が減少してい
ることが多いからである。
【００２９】
　更に、ビール様ノンアルコール飲料はアルコール発酵工程を経ずに製造されるものがあ
る。これらのビール様飲料はコク感及びビールらしい風味に乏しく、麦汁臭を呈すること
が多い。それゆえ、ビール様ノンアルコール飲料も風味を改善する対象として好ましい。
【００３０】
　本発明のビール様飲料用風味改善剤を用いてビール様飲料の風味を改善するためには、
風味改善の対象とするビール様飲料に対して本発明のビール様飲料用風味改善剤を適量添
加すればよい。ビール様飲料用風味改善剤の添加量は、風味改善の対象とするビール様飲
料の種類又は目標とする呈味レベルによって異なる。
【００３１】
　一般には、ビール様飲料用風味改善剤の添加量は、ビール凍結乾燥物がビール様飲料１
００ｍｌに対して０．０１～３０ｇ、好ましくは０．０３～２０ｇ、より好ましくは０．
０５～１５ｇの割合になる量である。ビール様飲料に含有されるビール凍結乾燥物の割合
がビール様飲料１００ｍｌに対して０．０１ｇ未満であると風味改善効果が不十分となり
、３０ｇを超えると風味バランスが崩れ、ビールらしい風味が損なわれる。
【００３２】
　例えば、風味を改善しようとするビール様飲料がビール様ノンアルコール飲料である場
合、ビール様飲料用風味改善剤の添加量は、ビール凍結乾燥物が、好ましくは、ビール様
飲料１００ｍｌに対して０．１～１０ｇの割合になる量の範囲内で適宜調節される。また
、例えば、風味を改善しようとするビール様飲料がビール様アルコール飲料である場合、
ビール様飲料用風味改善剤の添加量は、ビール凍結乾燥物が、好ましくは、ビール様飲料
１００ｍｌに対して０．１～１０ｇの割合になる量の範囲内で適宜調節される。
【００３３】
　風味を改善しようとするビール様飲料に本発明のビール様飲料用風味改善剤を添加する
場合、そのタイミングに制限はなく、ビール様飲料の製造工程における適当な工程で添加
することができる。例えば、発泡酒に添加する場合には、麦汁煮沸後の冷却工程、発酵工
程又は熟成工程等任意の工程でよいが、添加する工程が前工程であればあるほど、風味改
善剤中の各成分の濃度の消長が考えられるため、後発酵工程の終了後が望ましい。また、
リキュール類に添加する場合には、税法上、主発酵終了前に添加する必要があるため、主
発酵開始前及び主発酵終了直前に添加することが望ましい。
【００３４】
　以下の実施例によって本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されな
い。
【実施例】
【００３５】
実施例１
ビール凍結乾燥物の製造
穀類として麦芽（カナダ産、フランス産）のみを使用して（麦芽１００％）醸造された市
販のビールを準備した。このビール３５０ｍｌを１Ｌ容の丸底フラスコに入れ、－８５℃
にて凍結させた。真空凍結乾燥機（東京理化器械製「ＦＤＵ－２１００」）にて、－８５
℃、１０Ｐａにて、３６時間乾燥させた。その結果３７．２ｇのビール凍結乾燥物を得る
ことができた。得られたビール凍結乾燥物の水分含量は６．３％であった。
【００３６】
実施例２
ビール様ノンアルコール飲料Ａの風味改善
発酵工程を経ないで製造された市販のビール様ノンアルコール飲料Ａを準備した。
【００３７】
実施例１で得られた凍結乾燥物を、１００ｍｌのビール様ノンアルコール飲料Ａにそれぞ
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れ表１に示す量添加して、ビール様飲料を製造した。そして、得られたビール様飲料につ
いて、３名の専門評価者が、穀物香気、コク感などを１０段階で評価した。評価基準は、
感じることができない場合は「０」であり、正の数に大きいほど官能が強いことを意味す
る。評価点は３名による評価の平均値とした。結果を表１に示す。
【００３８】
［表１］

【００３９】
その結果、ビール凍結乾燥物の添加量０．０５グラム（０．０５％）から、ビール様飲料
の風味に変化が現れ、ビール様穀物香気、コク感、ビールらしさ、バランスの良さが向上
した。これらの結果から当該凍結乾燥物を、アルコールを含まないビール様飲料に対して
０．０５０％（ｗ／ｖ）以上含ませることにより風味改善効果を付与できることが示され
た。
【００４０】
　実施例３
ビール様アルコール飲料Ｂの風味改善
麦芽を１５重量％（ｗ／ｗ）以下含有する穀物類をデンプン原料として用いて製造された
、コクが少なくアルコール臭が目立つという特徴を有するビール様アルコール飲料Ｂを準
備した。
【００４１】
実施例１で得られた凍結乾燥物を、１００ｍｌのビール様アルコール飲料Ｂにそれぞれ表
２に示す量添加して、ビール様飲料を製造した。そして、得られたビール様飲料について
、３人の専門評価者が、穀物香気及びコク感を１０段階で評価した。評価基準は、感じる
ことができない場合は「０」であり、正の数に大きいほど官能が強いことを意味する。評
価点は３名による評価の平均値とした。結果を表２に示す。
【００４２】
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［表２］

【００４３】
その結果、ビール凍結乾燥物の添加量０．０５グラム（０．０５％）から、風味に変化が
現れ、ビール様穀物香気、コク感が向上した。これらの結果から当該凍結乾燥物を、ビー
ル様アルコール飲料に対して０．０５０％（ｗ／ｖ）以上含ませることにより風味改善効
果を付与できることが示された。
【００４４】
　次いで、ビール凍結乾燥物を添加する前及び後にビール様アルコール飲料Ｂの成分を分
析し、ビール凍結乾燥粉末の添加により、ビール様アルコール飲料Ｂ中にビールのコク形
成成分が増大しているかどうかを確認した。総合的にビールのコクを形成する成分として
は、ポリフェノール類などが知られている（日本味と匂学会誌 9(2), 143-146, 2002-08
）。また、ビール中で穀物的な香り、カラメル様の穀物香気を有する化合物として、4-vi
nylguaiacol、2-acetyl pyrolineが知られている（J. Agric. Food Chem., 2006, 54 (23
), pp 8855-8861）。
【００４５】
　ビール様アルコール飲料Ｂ１００ｍｌに対してビール凍結乾燥物１．０ｇを添加し、総
ポリフェノール、全窒素、4-vinylguaiacol、2-acetyl pyrolineの含有量を測定した。総
ポリフェノール「ビール酒造組合分析法8.19」に、全窒素の分析は「ビール酒造組合分析
法8.9」に、4-vinylguaiacol、guaiacol、2-acetyl pyrolineの分析は、J. Sep. Sci. 20
09, 32, 3746-3754に従った。結果を表３に示す。
【００４６】
［表３］

【００４７】
　これらの結果により、ビール凍結乾燥粉末の添加により、ビール様アルコール飲料Ｂ中
にビールのコク形成成分が実際に増大していることが示された。
【００４８】
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　実施例４
麦芽使用量による相違
ビール様アルコール含有液を製造する際にデンプン原料として使用する穀類の麦芽含有量
によって、ビール凍結乾燥物の風味改善効果がどのように相違するか、検討した。
【００４９】
　麦芽（カナダ産）６ｋｇを粉砕し、水３０Ｌと混合して糖化させた後に、ホップ３０ｇ
を加えて６０分間煮沸し、その後４℃に冷却することによって麦汁を得た。得られた麦汁
に酵母を加えて１週間発酵させた。その後、ろ過することにより酵母などの不溶成分を除
去して、ビール様アルコール含有液を得た。このビール様アルコール含有液は穀類中の麦
芽含有率１００％である。
【００５０】
　麦芽の代わりに麦芽３．９ｋｇとコーンスターチ２．１ｋｇの混合物を使用すること以
外は上記と同様にしてビール様アルコール含有液を得た。このビール様アルコール含有液
は穀類中の麦芽含有率６６％（ｗ／ｗ）である。
【００５１】
　麦芽の代わりに麦芽１．５ｇとコーンスターチ４．５ｋｇの混合物を使用すること以外
は上記と同様にしてビール様アルコール含有液を得た。このビール様アルコール含有液は
穀類中の麦芽含有率２５％（ｗ／ｗ）である。
【００５２】
　麦芽の代わりに大豆ペプチド６ｋｇを使用すること以外は上記と同様にしてビール様ア
ルコール含有液を得た。このビール様アルコール含有液は穀類中の麦芽含有率０％である
。
【００５３】
　これらのビール様アルコール含有液を、実施例１と同様にして凍結乾燥させたところ、
凍結乾燥物が、それぞれ３７．２ｇ、３３．７ｇ、２９．８ｇ及び３４．７ｇ得られた。
【００５４】
　得られたビール凍結乾燥物を、ビール様ノンアルコール飲料Ａ１００ｍｌに０．０５０
ｇ添加し、実施例２と同様にして、ビール様穀物香気、コク感などを評価した。結果を表
３に示す。
【００５５】
［表４］

【００５６】
また、得られたビール凍結乾燥物を、ビール様アルコール飲料Ｂ１００ｍｌに０．０５０
ｇ添加し、実施例３と同様にして、ビール様穀物香気及びコク感を評価した。結果を表４
に示す。
【００５７】
［表５］
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【００５８】
これらの結果から、ビール様アルコール含有液を製造する際に使用する穀類中の麦芽含有
量が異なっても、凍結乾燥物の添加量が０．０５％（ｗ／ｖ）以上であれば、風味改善効
果を付与することができ、該麦芽含有量が２５％（ｗ／ｗ）以上である場合、風味改善効
果が特に向上することが示された。
【００５９】
　比較例
ビール噴霧乾燥物の製造及び使用
穀類として麦芽のみを使用して（麦芽１００％）醸造された市販のビールを準備した。こ
のビールを噴霧乾燥装置内にて２４０℃の気体中に噴霧し、急速に乾燥させ、ビール噴霧
乾燥物を得た。
【００６０】
得られたビール噴霧乾燥物を、１００ｍｌのビール様ノンアルコール飲料Ａに１ｇ添加し
て、ビール様飲料を製造した。そして、得られたビール様飲料について、実施例２と同様
にして官能評価を行ったところ、採点基準に達せず、味噌、醤油、こげ、渋い、コク、ビ
ール香気ではない風味であった。
【００６１】
その結果、ビール噴霧乾燥物は、ビール香気というよりも味噌、醤油的な香気が目立ち、
ビール様飲料にビールらしい風味を付与する用途に適していないことが示された。
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