
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マカ抽出物を、マスカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得られた蒸留酒
に含有させたアルコール飲料であって、当該蒸留酒として、純アルコール換算で１～４０
０ｐｐｍの酢酸を含有させた蒸留酒を使用したことを特徴とする、マカ抽出物含有アルコ
ール飲料。
【請求項２】
　マカ抽出物１重量部（固形物換算）を、蒸留酒０．５～１０００重量部中に含有させた
ことを特徴とする請求項１に記載のマカ抽出物含有アルコール飲料。
【請求項３】
　さらに果汁を含有させたことを特徴とする請求項１または２に記載のマカ抽出物含有ア
ルコール飲料。
【請求項４】
　果汁が、レモン果汁、グレープフルーツ果汁および／またはライム果汁であることを特
徴とする請求項３に記載のマカ抽出物含有アルコール飲料。
【請求項５】
　さらにハーブ抽出物を含有させたことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載
のマカ抽出物含有アルコール飲料。
【請求項６】
　ハーブ抽出物が、ローズヒップの浸漬酒であることを特徴とする請求項５に記載のマカ
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抽出物含有アルコール飲料。
【請求項７】
　マカ抽出物が、マカの粉砕物にエタノール含有水溶液を加え、２０～７５℃の抽出温度
で抽出して得た抽出エキスであることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載マカ抽
出物含有アルコール飲料。
【請求項８】
　マカ抽出物含有アルコール飲料が炭酸飲料である請求項１～７のいずれかに記載マカ抽
出物含有アルコール飲料。
【請求項９】
　マカ抽出物を含有するアルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法であっ
て、マカ抽出物を含有させるベースアルコールとして、マスカットブドウを主たる原料と
して醗酵させ蒸留して得られた蒸留酒であって、純アルコール換算で１～４００ｐｐｍの
酢酸を含有する蒸留酒を使用することを特徴とする、前記マカ抽出物の臭いを軽減する方
法。
【請求項１０】
　さらに果汁を含有させることを特徴とする請求項９に記載のマカ抽出物含有アルコール
飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法。
【請求項１１】
　果汁が、レモン果汁、グレープフルーツ果汁および／またはライム果汁であることを特
徴とする請求項１０に記載のマカ抽出物含有アルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを
軽減させる方法。
【請求項１２】
　さらにハーブ抽出物を含有させたことを特徴とする請求項１１に記載のマカ抽出物含有
アルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法。
【請求項１３】
　ハーブ抽出物が、ローズヒップの浸漬酒であることを特徴とする請求項１２に記載のマ
カ抽出物含有アルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法。
【請求項１４】
　さらに炭酸を含有させたことを特徴とする請求項９～１３のいずれかに記載のマカ抽出
物含有アルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法。
【請求項１５】
　マスカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得られた、純アルコール換算で
１～４００ｐｐｍの酢酸を含有する蒸留酒に、マカ抽出物を含有させることを特徴とする
、マカ抽出物含有アルコール飲料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アブラナ科の植物であるマカの抽出物を含有するアルコール飲料およびその
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、身体の健康維持あるいは健康増進に関連する各種の機能性飲料あるいはサプリメ
ントが提案、開発されてきている。その種の素材としては、古くからの各種アミノ酸、乳
酸菌等以外に、天然由来の各種素材があげられ、具体的には、マカ、セサミン、酵母エキ
ス、ウコン、アガリスク、キャッツクロー、メシマコブ、プロポリスなどを含有するサプ
リメントが数多く発売されてきている。
　しかしながらこれらの素材には独特の香りや味があり、飲料・サプリメントとして適し
ているものとは言い難く、飲み易さにかけるという問題があることから、種々の工夫がな
されている。
【０００３】
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　そのなかでも、マカ（ Lepidium meyenii Walp）は、南米ペルーのアンデスの高地を原
産とするアブラナ科の植物であり、土を這うように葉を広げて生育し、その根はカブのよ
うな形をしている植物である。マカは、アンデス地方においてはほぼ２千年以上前から栽
培されており、健康維持のための食品として食されてきた植物である。このマカの主成分
は多糖類、たんぱく質等であり、また、アミノ酸が多く含まれており、特に、体内で合成
することができず、食品から摂取する必要のある必須アミノ酸がたくさん含まれている。
その他にも、各種ビタミン（ビタミンＢ群、Ｃ、Ｅなど）やミネラル（カルシウム、鉄、
亜鉛など）などが豊富に含まれており、ペルーでは、マカを用いた食品が何十品目にも及
んでいる。そのなかでも、マカを入れたクッキーやジュース「ＣＨＩＣＨＡ  ＤＥ  ＭＡＣ
Ａ」、マカ酒をはじめ、マカの粉末をヨーグルトにかけて食べたりするなど、健康維持用
の食品として多くの人々に親しまれている植物である。
【０００４】
　マカの効能に関しては、古くからは活力再生、滋養強壮に効果があり、また抗癌作用や
性機能改善作用を示す組成物が開示されている（特許文献１）。また、シカの枝角（ antl
er）と組み合わせて用いることにより、ヒト中のテストステロン濃度を増加させる効果を
有する組成物が示されている（特許文献２）。さらに、マカの抗炎症作用や抗アレルギー
剤としての可能性が期待される旨の報告もある（非特許文献１）。
【特許文献１】アメリカ特許第６２６７９９５  Ｂ１公報
【特許文献２】特表２００３－５２３９４５号公報
【非特許文献１】医学と生物学： Vol.145, No.6, p81-86, 2002.12.10
【０００５】
　最近に至り、アルコール飲料の分野においても「美と健康」を意識した製品が種々登場
してきており、上述した効能が注目されているマカを含有するアルコール飲料は、その種
の美と健康の面から、極めて好ましいものであるといえる。事実、アンデス地方において
は、健康維持のためにマカ酒が古くから飲用されていが、アンデス地方において飲用され
ているマカ酒は、マカ特有の臭みを有しており、現代人の嗜好には合わないものであり、
広く一般化したアルコール飲料とはいえないものであった。
【０００６】
　したがって、マカの臭いがなく、飲用しやすいマカ含有のアルコール飲料の開発は、現
代の美と健康の面から好ましいものであるが、いまだこれらの要求を満たしたマカアルコ
ール飲料は殆ど検討がなされていないのが現状である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって本発明は、種々の優れた作用を有するマカ抽出物を含有するアルコール飲料
において、マカ抽出物の独特の臭いを軽減するとともに、飲みやすいマカ抽出物含有アル
コール飲料を提供することを課題とする。
【０００８】
　かかる課題を解決するべく、本発明者等は鋭意検討した結果、驚くべきことに、マカ抽
出物を含有させる対象アルコール飲料（ベースアルコール）として、マスカットブドウを
主たる原料として醗酵させ蒸留して得た蒸留酒を使用すると共に、かかる蒸留酒中に特定
の範囲の酢酸を含有させることにより、含有されたマカ抽出物の臭いをマスキングしたマ
カ抽出物含有のアルコール飲料となり得ることを新規に見いだし、本発明を完成させるに
至った。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって本発明は、その一つの態様は、
（１）マカ抽出物を、マスカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得られた蒸
留酒に含有させたアルコール飲料であって、当該蒸留酒として、純アルコール換算で１～
４００ｐｐｍの酢酸を含有させた蒸留酒を使用したことを特徴とする、マカ抽出物含有ア

10

20

30

40

50

(3) JP 3747049 B2 2006.2.22



ルコール飲料；
（２）マカ抽出物１重量部（固形物換算）を、蒸留酒０．５～１０００重量部中に含有さ
せたことを特徴とする上記（１）に記載のマカ抽出物含有アルコール飲料；
（３）さらに果汁を含有させたことを特徴とする上記（１）または（２）に記載のマカ抽
出物含有アルコール飲料；
（４）果汁が、レモン果汁、グレープフルーツ果汁および／またはライム果汁であること
を特徴とする上記（３）に記載のマカ抽出物含有アルコール飲料；
（５）さらにハーブ抽出物を含有させたことを特徴とする上記（１）ないし（４）に記載
のマカ抽出物含有アルコール飲料；
（６）ハーブ抽出物が、ローズヒップの浸漬酒であることを特徴とする上記（５）に記載
のマカ抽出物含有アルコール飲料；
（７）マカ抽出物が、マカの粉砕物にエタノール含有水溶液を加え、２０～７５℃の抽出
温度で抽出して得た抽出エキスであることを特徴とする上記（１）ないし（６）に記載マ
カ抽出物含有アルコール飲料；
（８）マカ抽出物含有アルコール飲料が炭酸飲料である上記（１）ないし（７）に記載マ
カ抽出物含有アルコール飲料；
である。
【００１０】
　また、本発明は別の態様として、
（９）マカ抽出物を含有するアルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法で
あって、マカ抽出物を含有させるベースアルコールとして、マスカットブドウを主たる原
料として醗酵させ蒸留して得られた蒸留酒であって、純アルコール換算で１～４００ｐｐ
ｍの酢酸を含有する蒸留酒を使用することを特徴とする、前記マカ抽出物の臭いを軽減す
る方法；
（１０）さらに果汁を含有させることを特徴とする上記（９）に記載のマカ抽出物含有ア
ルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法；
（１１）果汁が、レモン果汁、グレープフルーツ果汁および／またはライム果汁であるこ
とを特徴とする上記（１０）に記載のマカ抽出物含有アルコール飲料におけるマカ抽出物
の臭いを軽減させる方法；
（１２）さらにハーブ抽出物を含有させたことを特徴とする上記（１１）に記載のマカ抽
出物含有アルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法；
（１３）ハーブ抽出物が、ローズヒップの浸漬酒であることを特徴とする上記（１２）に
記載のマカ抽出物含有アルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法；
（１４）さらに炭酸を含有させたことを特徴とする請求項９～１３のいずれかに記載のマ
カ抽出物含有アルコール飲料におけるマカ抽出物の臭いを軽減する方法；
（１５）マスカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得られた、純アルコール
換算で１～４００ｐｐｍの酢酸を含有する蒸留酒に、マカ抽出物を含有させることを特徴
とする、マカ抽出物含有アルコール飲料の製造方法；
である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、種々の優れた作用を有するマカ抽出物を含有し、マカ抽出物の独特の臭
いがマスキングされ、飲みやすいマカ抽出物含有のアルコール飲料が提供される。これま
でアンデス地方で製造されているマカ酒は、マカ特有の臭みを有するものであり、とても
このままでは飲用できるものではないが、本発明が提供するマカ抽出物含有のアルコール
飲料は、マカ特有の臭みがなく、女性にも好んで飲用できる口当たりが爽やかなものであ
り、美と健康を意識したアルコール飲料として、画期的なものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明が提供するマカ抽出物含有のアルコール飲料は、基本的には、マスカットブドウ

10

20

30

40

50

(4) JP 3747049 B2 2006.2.22



を主たる原料として醗酵させ蒸留して得られた、純アルコール換算で１～４００ｐｐｍの
酢酸を含有する蒸留酒に、マカ抽出物を含有させることを特徴とするマカ抽出物含有アル
コール飲料である。
【００１３】
　本発明者らは、マカ抽出物を含有した場合に、その臭いを軽減し得るアルコール飲料（
ベースアルコール）を種々検討した結果、マスカットブドウを主たる原料として醗酵させ
蒸留した蒸留酒が、含有されたマカ抽出物の臭いを軽減することを見いだした。すなわち
、マスカットブドウ由来の香味成分が、醗酵・蒸留の工程を経て濃縮されて、得られた蒸
留酒の香りが、マカ抽出物由来の臭みをマスキングし、低減されることを見いだした。こ
のマスキングは、他の蒸留酒、ブランデー、ウイスキーでは達成できないものであり、マ
スカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留した蒸留酒に特異的なものである。
　なお、上述のマスカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留した蒸留酒は、蒸留し
たままの蒸留酒がよく、貯蔵工程は必要のないものである。このような蒸留酒としては、
南米の地酒であるピスコ酒が挙げられる。
【００１４】
　しかしながら、かかる蒸留酒を、マカ抽出物を含有させるベースアルコール飲料として
使用したとしても、マカ抽出物の臭みを完全にマスキングすることはできなかった。そこ
で、本発明者らは鋭意検討した結果、かかる蒸留酒中に特定の範囲の酢酸を含有させるこ
とにより、含有されたマカ抽出物の臭いをほぼ完全にマスキングし得ることが判明した。
この場合の酢酸の含有量は、純アルコール換算で１～４００ｐｐｍの酢酸を含有させるこ
とで達成できた。酢酸含有量が１ｐｐｍ未満であると、マカ抽出物の臭みを低減せず、マ
スキングすることができず、また４００ｐｐｍを超える量を含有させると臭みをマスキン
グができたとしても、飲み易さが損なわれるものである。
【００１５】
　本発明が提供するマカ抽出部を含有するアルコール飲料には、その他の成分として、果
汁、スピリッツ、糖類、ハーブエキス等を原料として加えることができる。そのような果
汁としては、例えば、イチゴ、グレープフルーツ、梅、巨峰、リンゴ、桃、洋梨、クラン
ベリー、メロン、レモン、ライム等を挙げることができる。これらの果汁は１種単独でも
、また２種以上組合せ使用することができる。そのなかでも、本発明が提供するマカ抽出
物含有アルコール飲料としてレモン、グレープフルーツおよびライムの果汁を使用するこ
とで、口当たりが爽やかなアルコール飲料とすることができる。
【００１６】
　また、ハーブエキスとしての種々のバーブエキスを挙げることができるが、本発明が提
供するマカ抽出部を含有するアルコール飲料においては、ローズヒップエキスを加えるこ
とで、マカ抽出物の臭みをより一層マスキングすることができ、かかるローズヒップエキ
スとしては、ローズヒップの浸漬酒（スピリッツ）を加えるのがよい。また、グレープス
ピリッツを一緒に加えることでその効果が相乗的に発揮されることが判明した。
【００１７】
　一方、本発明が提供するアルコール飲料中に含有されるマカ抽出物としては、マカの粉
砕物に、エタノール含有水溶液を加えて抽出して得たマカ抽出物であり、特に、マカの粉
砕物にエタノール含有水溶液を加え、２０～７５℃の抽出温度で抽出して得た抽出エキス
が好ましい。かかる抽出法は、４０～８０℃の抽出温度で抽出することにより、マカの有
する薬効成分が大量に含まれる抽出エキスが得られる点で特異的なものであり、この点に
については、本発明者らによりすでに特許出願済みである。
【００１８】
　マカの抽出用の原料として用いる部位は、全草、花、果実、種子、地下茎を含む茎、球
根等のいずれの部位であってもよいが、なかでも、特に球根部を好適に用いることができ
る。これらの原料は、必要により乾燥処理を行なったり、また、粉砕ないし切断したりし
て抽出に供することができる。
【００１９】
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　抽出に際してのマカと溶媒との混合比率は特に限定されるものではないが、マカ１重量
部に対して溶剤を０．３～５，０００重量倍程度用いるのが好ましく、特に、抽出操作、
抽出効率の点からみて、５～１００重量倍とするのが好ましい。
【００２０】
　抽出時間については、特に限定されない。従来の例では、数日～数週間以上を要して抽
出を行なっている例もあるが、本発明の特定のエタノール含有率に基づく抽出溶媒、特定
の範囲の抽出温度を用いれば、１分から７２時間の範囲、特に１０分から５時間程度の抽
出時間で十分である。
【００２１】
　本発明において、マカ抽出物としては、抽出液のまま用いても良いし、抽出液から溶媒
を一部または完全に留去した濃縮物（マカ抽出エキスとする）として用いてもよく、ある
いは、これら濃縮物に、賦形剤等を添加して、粉末化させたものを用いてもよい。中でも
容積が小さく、かつ蒸留酒に添加した際の溶解性や分解性が良好であることから、マカ抽
出エキスを好適に用いることができる。
【００２２】
　本発明が提供するマカ抽出物含有のアルコール飲料におけるこれらの使用量は、特に限
定されるものではないが、例えば、マカ抽出物１重量部（固形物換算）に対して、マスカ
ットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得た蒸留酒（純アルコール換算で酢酸が
１～４００ｐｐｍ含有されている）０．５～１，０００重量部、果汁０．３～１００重量
部、ハーブの抽出物０．３～１００重量部であることが好ましい。なお、マカ抽出物の固
形物換算量を求める場合には、抽出液から溶媒を完全に留去した濃縮物として算出する。
あるいは、溶液としてブリックスの値から計算で求めてもよい。
【００２３】
　上記の配合で得られたマカ抽出物含有アルコール飲料は、その他のアルコール飲料や、
各種添加剤を配合してもよい。そのようなアルコール飲料としては、マカ抽出物のマスキ
ング効果を阻害しないものであり、また、アルコール飲料としての味わいを損なわないも
のであれば任意のものを挙げることができ、例えば、スピリッツ類、リキュール類、ジン
、ウオッカ、テキーラ、ブランデー、ウイスキー、焼酎、ワインなどを挙げることができ
る。
【００２４】
　上記の配合で得られたマカ抽出物含有アルコール飲料は、炭酸を配合してもよい。炭酸
ガス圧は、炭酸飲料として適当な範囲であれば特に限定されないが、例えば、０．１～３
ｋｇ／ｃｍ２ とすることができる。この範囲であれば、マカ抽出物のマスキング効果を阻
害しないものであり、また、アルコール飲料としての味わいを損なわない。
【００２５】
　なお、本発明が提供するマカ抽出物含有のアルコール飲料は、マカ抽出物が有する特異
的作用を発揮した「美と健康」を主眼とするアルコール飲料であることから、配合される
他のアルコール飲料としては、スピリッツ類を配合するのがよく、特にグレープスピリッ
ツを配合するのがよい。また、アルコール度数としては、あまり強力なアルコール度数で
はなく、低アルコール炭酸飲料、日本酒、ワイン等のアルコール度数に匹敵する３～１７
％程度であることが好ましい。
【００２６】
　また本発明が提供するマカ抽出物含有のアルコール飲料に配合することができる各種の
添加剤としては、例えば、抗酸化剤、安定剤、配糖体、矯味料、色素、香料またはビタミ
ン類等を挙げることができる。
　抗酸化剤としては、カテキン、イソフラボン、ルチン、ケルチン、クロロゲン酸、ビタ
ミンＰまたはヤマモモ抽出物等が挙げられる。
【００２７】
　安定剤としては、例えば、キサンタンガム、カラギーナンまたはレンネットカゼインな
どのタンパク質を挙げることができる。
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　また配糖体としては、ルチン配糖体、ケルセチン配糖体またはビタミンＰ配糖体等を挙
げることができる。
　さらに、矯味料としては、例えば、グリシン、グリチルリチン酸、それらの塩または食
塩等を挙げることができる。
【００２８】
　色素としては、食品添加物として安全性が認められているものであればどのようなもの
でもよく、例えば、食用赤色２号、食用赤色３号、食用赤色４０号、食用赤色１０２号、
食用赤色１０４号、食用赤色１０５号、食用赤色１０６号、食用黄色４号、食用黄色５号
、食用青色１号、食用青色２号、食用赤色２号アルミニウムキレート、食用黄色４号アル
ミニウムキレート、食用黄色５号アルミニウムキレート、食用青色１号アルミニウムキレ
ートまたは食用青色２号アルミニウムキレートなどを挙げることができる。
【００２９】
　また、上記香料としては、例えば天然香料または合成香料などが挙げられ、天然香料と
しては、例えば草根、木皮、花、果実、果皮またはその他の植物を素材として常法にした
がって調製された香料含有物等が挙げられる。このような天然香料には、天然素材を水蒸
気蒸留法、圧搾法または抽出法等によって処理して分離した製油成分も含まれる。
【００３０】
　さらに、コーヒー由来香料、紅茶由来香料、緑茶由来香料、ウーロン茶由来香料、ココ
ア由来香料、ハーブ由来香料、スパイス由来香料またはフルーツ由来香料等を挙げること
もできる。
　またビタミン類としては、例えば、ビタミンＡ、ビタミンＢ１ 、ビタミンＢ２ 、ビタミ
ンＢ６ 、ビタミンＢ１ ２ 、ビタミンＣ（アスコルビン酸）、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ナ
イアシン、パントテン酸カルシウムまたは葉酸等が挙げられる。
【実施例】
【００３１】
　以下に実施例により、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。

：
　マカの乾燥粉砕物３ｋｇをステンレス容器に入れ、これにエタノール濃度が９９容量％
の水溶液３０Ｌ加え、６０℃にて３時間攪拌した。溶液を濾過して採取し、得られた抽出
液から溶媒を除去し、１８０ｇのマカ抽出エキスを得た。
【００３２】

：

　下記表１に記載の各種アルコール飲料（ベースアルコール）を使用し、上記実施例１で
得たマカ抽出物（抽出エキス）を０．２％含有するアルコール濃度１０％の各種アルコー
ル飲料を製造した。得られたアルコール飲料についてマカ臭のマスキング効果を、成人２
０名による官能試験で評価した。
　なお、評価は以下の基準で行った。
　　○：マスキング効果あり
　　×：マスキング効果なし
　その結果を併せて表中に示した。
【００３３】
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実施例１ マカ抽出物（抽出エキス）の製造

実施例２ マスカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得た蒸留酒によるマカ
臭の低減効果



【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３４】
　上記したように、本発明のマスカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得た
蒸留酒をベースアルコール飲料として使用し、そこにマカ抽出物を含有させた場合にのみ
、マカ臭を抑えるマスキング効果が認められた。
【００３５】

：
　上記実施例２の結果から、マカ抽出物を含有させるベースアルコール飲料として、マス
カットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得た蒸留酒（本発明の蒸留酒）を使用
した場合に、マカ臭を抑えるマスキング効果が認められたので、その蒸留酒をベースとし
、酢酸含有量の異なるアルコール濃度１０％のアルコール飲料を調製し、そこに実施例１
で得られたマカ抽出物（抽出エキス）を、０．１％および０．２％となる含有量で含有さ
せ、マカ臭のマスキング効果を、成人２０名による官能試験により評価した。なお、評価
基準は実施例２と同様である。また併せて飲み易さについても、同様官能試験を行った。
　飲み易さの評価は、３点を評価基準として、１点（非常に飲みにくい）～５点（非常に
飲み易い）の範囲で、０．１点刻みで評価した。その結果をベースに、いずれのマカエキ
ス添加量であっても、３．０以上の評価が得られることを基準として、飲み易さを判断し
た。
　　○：飲みやすく良好
　　×：飲みにくい
【００３６】
　なお、対照アルコール飲料として、米焼酎、麦焼酎、赤ワイン、白ワイン、ウイスキー
、ブランデーについても酢酸含有量を測定し、同様にマカ抽出物を含有させ、試験した。
　また、コントロールとして、醸造用のアルコールを用い、アルコール濃度１０％でマカ
抽出物（抽出エキス）を０．１％および０．２％となる含有量で含有させたアルコール飲
料をおいた。
　それらの結果を併せて表中に示した。
【００３７】
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実施例３ アルコール飲料中へ酢酸の添加によるマカ臭の低減効果



【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３８】
　上記の結果から判明するように、マカ抽出物（抽出エキス）の含有量を増大させていく
と、それに伴いマカ臭は強くなった。また酢酸含有量として１ｐｐｍ以上を添加させるこ
とにより、特異的にマカ臭をマスキングしていることが判明するが、４００ｐｐｍを超え
ると、飲み易さがなくなり好ましいものではなかった。また、酢酸含有量が１ｐｐｍに満
たない場合（０．５ｐｐｍおよびコントロールとしての醸造用アルコール）には、マスキ
ング効果は認められなかった。
　さらに、麦焼酎、米焼酎、麦焼酎、ブランデー、ウイスキー、赤ワイン、白ワイン自体
には酢酸が含有されているものであるが、これをベースアルコールとして使用し、マカ抽
出物（抽出エキス）を含有させても、マカ臭の低減効果は認められていなかった。
　以上からみれば。マスカットブドウを主たる原料として醗酵させ蒸留して得た蒸留酒を
ベースアルコールとして使用し、そこに酢酸を１～４００ｐｐｍ含有させ、マカ抽出物（
抽出エキス）の添加量が０．２％であっても、マカ臭の臭みがマスキングされ、かつ、飲
み易さが評価基準（３点）以上の評価を獲得し、好結果が得られており、本発明の特異性
が理解される。
【００３９】

：
　純アルコール換算で５．０ｐｐｍ以下の酢酸を含有するマスカットブドウを主たる原料
として醗酵させ蒸留して得た蒸留酒をベースアルコールとして使用し、アルコール度を１
０％として、そこにマカ抽出物（抽出エキス）を０．２％含有させ、さらに下記表に示し
た量のローズヒップエキス、カムカムエキス、キャッツクローエキス、エルカンプーエキ
ス、キヌアエキスを添加し、アルコール飲料を得た。得られたアルコール飲料について、
マカ臭のマスキング効果と飲みやすさを同様に官能試験により評価した。
　なお、官能試験の評価等は実施例２および３と同様である。
　その結果を併せて表中に示した。
【００４０】
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実施例４ アルコール飲料中へハーブエキスの添加によるマカ臭の低減効果



【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】
　表中に示した結果からも判明するように、ローズヒップエキスを添加すると、マカ臭の
マスキング効果が向上するとともに、飲みやすさも向上する。
【００４２】

：
　マカ抽出物１重量部（固形物換算）に対して、マスカットブドウを主たる原料として醗
酵させ蒸留して得た蒸留酒（純アルコール換算で酢酸が１０．０ｐｐｍ含有されている）
を、０．５、５０および１０００重量部の３水準として、それぞれ、レモン果汁２００重
量部、ローズヒップエキス１０重量部を添加し、アルコール度を１０％として、アルコー
ル飲料を調製した。
　得られた飲料は、いずれもマカ抽出物の特有の臭いが軽減されたアルコール飲料であっ
た。
【００４３】

：
　マカ抽出物１重量部（固形物換算）に対して、マスカットブドウを主たる原料として醗
酵させ蒸留して得た蒸留酒（純アルコール換算で酢酸が５．０ｐｐｍ含有されている）を
５０重量部として、ライム果汁果汁１００重量部、ローズヒップエキス１０重量部を加え
、アルコール度を、４、１０および２０％の３水準として、ガス圧を０．５ｋｇ／ｃｍ２

として、アルコール含有炭酸飲料を調製した。
　得られた飲料は、いずれもマカ抽出物の特有の臭いが軽減されたアルコール含有炭酸飲
料であった。
【００４４】

：
　マカ抽出物１重量部（固形物換算）に対して、マスカットブドウを主たる原料として醗
酵させ蒸留して得た蒸留酒（純アルコール換算で酢酸が３．０ｐｐｍ含有されている）を
５０重量部として、グレープフルーツ果汁の添加量を、１００、５００および１０００重
量部の３水準として、ローズヒップエキス１０重量部を加え、アルコール度を４％として
、ガス圧を２．５ｋｇ／ｃｍ２ として、アルコール含有炭酸飲料を調製した。
　得られた飲料は、いずれもマカ抽出物の特有の臭いが軽減されたアルコール含有炭酸飲
料であった。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　以上記載したように、本発明のマカ抽出物含有アルコール飲料は、種々の優れた作用を
有するマカ抽出物を含有し、マカ抽出物の独特の臭いがマスキングされ、飲みやすいマカ
抽出物含有のアルコール飲料である。本発明が提供するマカ抽出物含有のアルコール飲料
は、マカ特有の臭みがなく、女性にも好んで飲用できる口当たりが爽やかなものであり、
美と健康を意識したアルコール飲料として、画期的なものである。
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実施例５ マカ抽出物含有のアルコール飲料の製造１（蒸留酒の添加量の検討）

実施例６ マカ抽出物含有のアルコール飲料の製造２（アルコール濃度の検討）

実施例７ マカ抽出物含有のアルコール飲料の製造３（果汁の量の検討）
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