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編集委員会から

前号の「編集委員会から」は，国際学術雑誌を目指すため「海外の研究者に本誌への投

稿すすめてください．」で締めくくりました．会員のみなさまのご協力があるのかもしれ

ませんが，本年になってから，海外からの投稿が増えました．詳細は不明ですが，Scopus 

indexed journal であり，さらに open access journal であることも理由かもしれません．第

2 号に掲載された論文が Japan Journal of Food Engineering として，はじめての海外からの

一般投稿論文です．それ以前の海外からの論文はすべて依頼論文でした．

第 4 回国際乾燥会議 IDS1984 （1984 年 7 月 9-12 日 , 京都国際会館） が開催されてから 32

年ぶりに日本で第 20 回国際乾燥会議（IDS2016）が実施されました（岐阜 , 8 月 7-10 日）．

多数の日本食品工学会会員が会議の企画運営に参画し，また論文を発表しました．IDS では，

発表された優秀論文を，いくつかの学術雑誌に特集号として掲載することが慣例となって

います．今回の IDS2016 では，日本食品工学会誌も IDS 優秀論文に投稿を呼びかけること

にしました．2016 年 4 号から 2017 年 3 号まで 4 回にわたり 10 編程度掲載を予定していま

す（投稿後，通常の審査をしますので，一度に 10 編の掲載は困難です）．

もともと海外からの一般投稿は想定しておらず，このように多数の投稿を受けつけると，

編集委員会としても，いろいろな面で対応に右往左往せざるを得ません．例えば，PAYPAL

による掲載料支払を希望されたので，大至急，対応することにしました．論文審査のやり

とりをはじめ，海外からの一般投稿に対応するプロトコルも十分ではありません．世界に

は学術雑誌に十分アクセスできない研究者も多数存在し，そのような研究者を支援するサ

イト Research4Life （http://www.research4life.org/）もあります．大手出版社も本サイト

のガイドラインに従って支援しているようですし，掲載料免除をしている学術雑誌もあり

ます．食品工学研究者は，上記サイトで支援が必要な国・地域にも多数いると思われます，

本会も掲載料免除について検討する予定です．

もう 1 点，お知らせしたいことがあります．本誌は年間 4 号発行で 3 か月おきとなります．

研究者はできるだけ早く自分の論文が公開されることを期待していますので，その間にア

クセプトされた論文を（多少，費用がかかりますが），DOI を付して WEB 上で早期公開を

することとしました．

本誌へのご意見はいつでもお聞かせください．

 （山口大学　山本修一）
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モデルとは？　Mechanistic model vs. Data-based model

山　本　修　一

◇◇◇ シリーズ　「  シニアになってしまった・ミドル・ジュニアのつぶやき」 ◇◇◇

多くの研究は結果を予想して，実験ないしは計算を
し，その結果を解析するという手法である（仮設を検
証するので仮説検証ともいう）．化学工学では，結果の
解析あるいは結果を予想するためにメカニスティック
モデル（mechanistic model）が使用されることがふつ
うであろう（なお，以下，「化学工学」は，「食品工学」
と同義として使用している．）

典型的なモデルとして下記を考えてみよう．

 dy/dt = ay 

ここで y＝C （濃度）， a＝-k （反応速度）とすれば一次反
応速度式となる．おなじく y＝C （濃度）, a＝-Ks（物質
移動係数）とすれば表面濃度 0 のときの物質移動速度
式になるし，y＝C （濃度）, a＝-F/V （F: 体積流量 , V:

タンク容量）とすれば，完全混合槽の濃度変化式となる．
抽出過程も記述できる．指数関数的に変化することが
予想できる．もちろん，さまざまなパラメーターを考
慮した複雑な偏微分方程式によるモデルも構築できる．

一方，モデルを使用せずに実験を計画し，その結果
を統計的に処理しプロセスを理解し最適化する方法と
して DOE（Design of Experiments）も利用される｛メ
カニスティックモデルで記述できるプロセスでも，
DOE 同様に実験データは必要である｝．3 変数データを
3 水準で取得するためには 27 回の実験が必要であり，
さらに各実験の誤差が不明なときは，その解釈あるい
は解析も困難である．プロセスをまったく理解してい

ないと，3 水準が正しく選定できず，再度実験をしなけ
ればならない．そのため，DOE は interactive であると
も言われる．結果は応答局面で表示され，一見わかり
やすいように思える．食品あるいはバイオでは DOE を
実施，応答局面，さらには決定された最適化多項式に
より，最適条件を示している論文が非常に多い．しか
しながら，最適化多項式の係数の物理的意味は不明で
ある．また，前述したように変数と，その値の水準が
適切に選択されているかという疑問はつきまとう．

メカニスティックモデルでプロセスが解析できてい
れば，プロセス変数が変更されたときに何が生じるの
か予測できる．また，奇妙なあるいは不思議な現象が
起きたときもモデルに基づいて検討することが可能で
ある．バイオ産業においてもメカニスティックモデル
を積極的に活用していくべきであろうと Novo Nordisk

社　（Denmark）の A. Staby は述べている（“Mechanistic 

Mode l ing :  Does  i t  Have  a  Futur e  in  Pr ocess 

D e v e l o p m e n t ?” P r o c e s s  D e v e l o p m e n t  F o r u m , 

BioPharm, December, 2014）．ただし現象が複雑で構成
方程式（支配方程式）が構築できない場合は DOE アプ
ローチが有効であろうとも指摘している．Staby はメカ
ニスティックモデルが企業で普及しないのは理解でき
る専門家（ケミカルエンジニア）が，必要とする部署
にいないからであり，適切な人材システムを構築すれ
ば，広く利用されると述べている．生物化学工学ある
いは食品工学分野で活躍している（ケミカル）エンジ
ニアの活躍が期待されている．

最近は大量のデータ（big data）を多変量解析などに
より解析することが注目されている．この場合は，仮
説生成型なので事前にはパラメーターが目的値にどの
ように影響するかは不明の場合が多い．特に運転デー
タから解析する場合は，DOE とは異なり十分に意味が
ある幅でのデータがないので，奇妙な結果になる場合
もある．（本来なら重要なパラメーターが影響のないパ
ラメーターと判断される）．

Data-based model という定義のモデルの有用性も主
張されている．一例として，メカニスティックモデル
の一部（吸着等温線）に経験的な fitting 式を導入する
ことにより，完全なメカニスティックモデルでは記述
で き な い 実 験 結 果 が 説 明 で き る と い う 報 告 が あ る

（Creasy et al., Biotechnology Journal, 10, pp.1400-

本稿は化学工学会バイオ部会ニュースレター No.43(2016) に掲載
された原稿を，バイオ部会の了解を得て，一部改訂したものである．
Shuichi YAMAMOTO

略歴　山口大学教授 　
大学院創成科学研究科 / 工学部応用化学科 山口大学生命医工学セ
ンター長
1976 年　京都大学農学部食品工学科卒業
1981 年　同大学・大学院博士課程修了後，山口大学工学部化学工
学科助手（1981 年）, 助教授（1989 年）を経て 1998 年より教授
2001 年より医学（系）研究科教授（バイオプロセス工学）
2014 年より山口大学生命医工学センター（YUBEC）センター長　

（併任）
2016 年より創成科学研究科
2015 年 8 月から日本食品工学会編集委員会委員長 

〒 755-8611　山口県宇部市常盤台

Fax: 0836-85-9201, E-mail: shuichi@yamaguchi-u.ac.jp
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1411, 2015）. 

今後はメカニスティックモデルと Data-based model

のハイブリッドモデルも開発されていくのかもしれな
い．私は国際会議で”DOE is our enemy”と述べて笑

いをとっているが，ケミカルエンジニアも” Keep your 

friends close but your enemies closer（The Godfather 

II）”という助言に従って DOE アプローチも理解して
おくべきなのかもしれない．

Staby によるモデルピラミッド（Modeling Downstream Processes, 国際会議 Recovery of Biological Products 14, 2010）
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加熱・せん断粉砕によるアルファ化米粉製造装置の開発

津吹幸久，金子智朗，阿川直樹

株式会社セイシン企業

1.　は　じ　め　に

我が国のカロリーベースの食料自給率は，昭和 40 年
度には 73％あったが，平成 22 年度以降，39％まで低下
しており，また，日本人の主食である米の消費量も減
少傾向にある．2009 年に「米穀の新用途への利用の促
進に関する法律」が成立し，米の消費量拡大と自給率
の向上のため，国が率先して，米の栽培，新たな加工
食品の開発を支援している．農林水産省は，「食料自給
率向上に向けた国民運動推進事業」として，「FOOD 

ACTION NIPPON（フード・アクション・ニッポン）
推進本部」を発足し，産学官の様々な関係者が米粉の
普及に向けて取り組んでいる．しかし，米粉の価格な
どの問題で十分普及していないのが現状である．

そのなかで，山形大学　西岡昭博教授らのグループ
は，アルファ化米粉を通常の米粉に添加することで，
米粉 100％のパンをつくることができ，また，米を加熱
下でせん断を加えることで容易に米のアルファ化と粉
末化を達成できることを見出し注目されている [1]．当
社では，西岡教授らの技術をベースに「せん断・加熱
方式　穀物アルファ化粉砕機」を開発したので，以下
に紹介する．本装置は，米だけではなくデンプンを主
成分とする多くの穀物類を容易にアルファ化粉末とす

ることが可能である．

2.　開発装置の原理

米などの穀物に含まれるデンプンをアルファ化する
ということは，デンプン結晶の結晶構造を壊し非晶質
にするということに対応する．一般にデンプンをアル
ファ化するには多くの水と熱が必要といわれている．
この様子を模式的に示したものが Fig. 1 [2] である．こ
の図の「従来のアルファ化技術」のように，デンプン
結晶に水と熱を加えると，デンプンの結晶構造が崩れ

（糊化），この状態から急速乾燥により水を除去すると，
結晶構造が壊れたままのデンプンが得られる．これが
アルファ化デンプンである．米を例にすると，炊飯に
より米に含まれるデンプンが糊化し，これを乾燥する
ことでアルファ化米が得られることとなる . アルファ化
米中のデンプンは非晶性の状態で保持されており，水
を加えると，吸水し炊飯した米と同様の状態に戻り，
食することが可能である．従来のアルファ化米粉製造
法は，前述のような方法でアルファ化米をつくり，こ
れを粉末化するという複数の工程で構成される．した
がって，大量の水を使用するとともに，水を加熱する
のに大量の熱が必要となることや，複数の工程を経る

〒321-2344　栃木県日光市猪倉字中原 3439-1

Fax: 0288-26-9004, E-mail: y_tsubuku@betterseishin.co.jp

Fig. 1   Schematic illustration for the production of pre-gelatinized rice flour.

従来のアルファ化技術 水 
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粉末化

アルファ化粉末 

（アルファ化米粉等）

開発した技術

加熱＋せん断

アルファ化、乾燥、粉末化
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ことから，アルファ化米粉の製造コストが非常に高い
という問題がある．

今回開発した装置は，Fig. 2 の模式図のように，臼式
の粉砕機をベースにして粉砕部にヒーターを設置した
もので，構造としてはシンプルなものである．この装
置の場合，原料の米をそのまま加水せずに投入すると，
数秒程度の時間でアルファ化された米粉が生成すると
いうものであり，本装置のみでアルファ化，乾燥（製
品水分の低減），粉末化を同時に行うことが可能である．

（Fig. 1 の「開発した技術」を参照．）本装置によるアル
ファ化は，原料に含まれる水分（米の場合，15％程度）
とヒーターおよび臼歯間のせん断による熱，臼歯間で
働くせん断力により生じていると推察される．このよ
うに本技術は，本装置 1 台でアルファ化米粉を製造で
きること（工程が 1 工程），加水する必要がないこと，
臼歯間のせん断による発熱を利用することなどによっ
て，アルファ化米粉の製造コストを下げることを可能
としている．

3.　本技術による米のアルファ化粉砕

臼の直径が 250 mm の Fig. 2 に示した装置により，
米をアルファ化粉末化した例を以下に示す．

原料米として山形県産　はえぬきを用い，臼間の
ギャップを最少，臼回転数 60min-1，臼に設置したヒー
ターの温度を 60℃，120℃，及び，ヒーター加熱なし

（21℃）に設定し，得られた米粉について，広角 X 線回
折によりデンプン結晶の回折ピークの変化を定性的に
確認した．その結果は，Fig.3 の通りである．臼温度
21℃で処理した場合のプロファイルには，デンプン結
晶に由来する回折ピーク（Peak　1～3）が確認されるが，
臼温度 120℃の場合には，これらのピークが確認されず，
デンプンの非晶化（アルファ化）が進行していること
が分かる．また，臼温度 60℃の場合には，臼温度 21℃
の場合よりもわずかに回折ピーク強度が低下している
傾向も確認でき，わずかにデンプンの非晶化が進行し
ていることが分かる．このことから，臼温度設定を調
整することにより，デンプンの非晶化（アルファ化）

の程度を変えることができる可能性がうかがえる．
本技術による装置では，加熱下，臼により粉砕を行っ

ているため，原料米に含まれる水分の除去および殺菌
効果が認められる．山形県産　はえぬきを原料米とし
て用い，臼回転数 60min-1，臼間のギャップを最少に設
定し，臼温度設定を 21℃（ヒーター加熱なし）から
174℃までの範囲で変えて処理して得られた米粉につい
て，ペトリフィルム法で一般生菌数を計数するととも
に，赤外線水分計により水分値を測定した．その結果が，
Fig.4 である．図から，臼温度 21℃で処理した場合の一
般生菌数は 1,400CFU/g であるのに対し，臼温度が高
くなるにつれ，一般生菌数が減少し，臼温度設定 120℃
以上では，一般生菌数は，10～30CFU/g にまで減少し，
本装置の殺菌効果が確認できる．また，同様に臼温度
が高くなるにつれ，得られた米粉の水分が減少してい
ることがこの図からわかり，水分除去（乾燥）ができ
ることが確認できる．Fig. 3 で示したように臼温度が
120℃の場合には，デンプンの非晶化（アルファ化）も

Fig. 2   New milling machine.

Fig. 3   X-ray diffraction patterns of ground rices.

Fig. ４   Effects of the mortar temperature on viable bacterial 
counts and moisture contents in the rice flour.
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進行しており，本装置では，米のアルファ化だけでなく，
製品の乾燥，殺菌も行え，製品の保管に適した水分値，
低菌数の製品を製造できることがわかる．

4.　新アルファ米の概要

当社では，本技術により製造したアルファ化米粉を
「新アルファ米」として販売を開始している．新アルファ
化米は，お湯（または水）を加えて混ぜるだけで，す
ぐに糊化してお粥状になるため，そのまま食すること
ができ，加えるお湯の量で，重湯から七分粥まで調整
が可能である．このため，介護用流動食としての用途
が期待されており，現在，嚥下食としての評価，消化
性の評価などを行っている．また，料理のとろみづけ
など，調理素材としての活用，ライスミルク，ライス
プディング，クッキーなどにも使用可能であり，レシ
ピ開発を行い用途の拡大を図っているところである

（Fig. 5 参照）．

5.　雑穀類のアルファ化粉砕

本技術では，米以外にも，デンプンを主成分とする
多くの穀物類を容易にアルファ化粉末にすることが可
能である．大麦，はと麦，きび，あわ，ひえ，そば，
赤米，黒米，小豆など，いわゆる雑穀類は，その栄養
価から美容や健康によいとの認識が広がっているが，
白米に比べて，よく噛まずに食すると消化吸収されに
くい面をもつ．こうした雑穀類もアルファ化粉末にす
ることにより，お粥状にして食するなど，取り入れや
すい食品への応用が期待できる．また，アルファ化さ
れた小豆粉であれば，水と砂糖で簡単にこし餡をつく
ることが可能である．栃木県産の小豆を原料に，Fig.2

に示す装置により臼回転数 60min-1，臼温度設定 140℃，
臼間のギャップ最少の条件で粉砕処理して得られたサ

ンプルと市販のジューサーミキサータイプの粉砕機で
室温下粉砕したサンプルについて，広角 X 線回折で分
析した結果が，Fig.6 である．室温下ジューサーミキサー
タイプの粉砕機で粉砕したサンプルでは，2θが 15°，
18°，23°程度の位置にデンプン結晶に由来する回折ピー
クが確認できるが，本装置で 140℃で処理したサンプル
では，これらのピークは，ほぼ消失しており，アルファ
化されていることがわかる．

6．お　わ　り　に

今回は，せん断・加熱粉砕法によるデンプンを主成
分とする穀物類のアルファ化粉末化技術について紹介
した．本技術により得られるアルファ化穀物粉末は，
食品素材，機能性食品など幅広い用途があると考えら
れる．現在，処理能力を現行の 3 倍程度までスケールアッ
プした装置を開発し，市販化に向けた準備を進めてい
る．このスケールアップ装置は，アルファ化穀物粉末
の製造コストのさらなる低減に寄与できるものと考え
る．

参　考　文　献

 1) A.Nishioka：Funtai Gijutsu; Development of Shear and Heat 

Milling Technique to Produce Pre-gelatinized Rice Flour 

and Gluten-Free Rice Bread by Applying Plastic Processing 

Technique., 2 (8),60-67（2010）

 2) K. Katsuno, A.Nishioka, T. Koda, K. Miyata, G. Murasawa, 

Y. Nakaura, N. Inouchi: Novel Method for Producing 

Amorphous Rice Flours by Milling without Adding Water. 

Starch, 62 , 475-479 (2010) 

Fig. 5   Images of cuisine using the pre-gelatinized rice flour.

Fig. 6   X-ray diffraction patterns of ground Adzuki beans.

白 粥 八宝菜（とろみづけ） 

ライスプディング サーモンフライ（ころも） 
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IDS2016　見　聞　録

Description of IDS2016

1．IDS2016 の概要

1.1 開催地
第 20 回国際乾燥シンポジウム（IDS2016）は 2016 年

8 月 7 日～10 日までの日程で，岐阜市の長良川国際会
議場で開催された．会議場は長良橋下流の右岸に位置
し，岐阜都ホテルが隣接しており，会議場内から直接
ホテルへの回廊も設けられている．当施設は岐阜市の
国際コンベンション都市づくりの拠点と位置づけられ
るものであり，設計者は安藤忠雄である．

1.2 参加者の概要：人数，国別参加者
IDS2016 への参加者数 297 名で，国内 137 名，外国

160 名であった．国別参加者数は Table 1 に示す通りで
ある．開催地区のアジアでは日本を除くと中国，タイ
の参加者が多いのが目を引く．逆に隣国である韓国か
らの参加者が極端に少なく，マレーシア，インドネシア，
ベトナムからの参加者は 0 であった．対照的にアフリ
カからの参加者が 8 名と多く，今後の乾燥研究の広が
り が 期 待 さ れ る． ま た ブ ラ ジ ル は 近 年 Drying 

Technology への論文投稿が増えているが，遠隔地にも
かかわらず 11 人の参加者があったことは，このことを
如実に表している．Prof. Mujumdar は，乾燥の研究が
従来の先発国である米国，英国，日本，ヨーロッパ諸
国からブラジル，インド，中東，東南アジアに移行し
ていることを指摘されているが，Table 1 はこのことを
如実に示している．

1.3　セッションの分類と発表件数
研究発表件数は，口頭発表 128，ポスター発表 134，

技術セッション 18 件であった．研究発表（口頭発表）
は以下の 14 セッションに分類されている．[ ] 内の数
値は各セッションでの発表件数である．
Fundamentals (modeling and simulation) [34]

Drying of food and biomaterials (basic aspect) [5] 

Drying of food and biomaterials (Processing) [20]

Drying of food and biomaterials (Microbial) [5]

Drying of food and biomaterials (Bioencapsulation) [7]

Drying of food and biomaterials (Energy and ef ficiency) [7] 

Drying of food and biomaterials (Quality attribute) [11]

Drying of food and biomaterials (Solar drying) [5]

Novel drying and dewatering technologies [7]

Novel drying and dewatering technologies (Hybrid drying) [5]

Drying of chemicals and polymers [5]

Industry processing, energy issue, and process control [12]

Drying and dewatering of powdered solids [6]

Drying and dewatering of agricultural, wood and paper products [6]

また，ポスター発表は第 1 日および 2 日目に 2 階の
ロビ－ホールでおこなわれ，総計 134 件の発表があっ
た．コーヒーなどの飲み物を片手に，活発な議論がな
されていた．

Fig. 1　IDS2016 会場の受付風景

Table 1　IDS2016 の国別参加者数

国　　名 参加
者数 国　　名 参加

者数 国　　名 参加
者数

Algeria

Ghana 

Morocco

Nigeria

Tunisia

Uganda

Brazil

Canada

Mexico

U.S.A.

China

India

Japan

1

1

1

1

2

2

10

3

3

3

24

5

137

Philippines

Singapore

South Korea

Taiwan

Thailand

Belgium

Czech Republic

Denmark

France

Germany

Hungary

Ireland

Italy

3

2

1

3

20

3

1

3

2

17

3

1

1

Macedonia

Netherlands

Norway

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Iran

Israel

Turky

Australia

New Zealand

1

6

3

8

4

2

1

1

1

2

2

12

1
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2.　会議の内容

2.1 会議の opening と plenary lecture

高校生による迫力満点の和太鼓パフォーマンスで幕
を開け，実行委員長の板谷義紀教授（岐阜大学）より
開会宣言と IDS2016 の概要の説明があった．引き続き，
主催団体である岐阜大学の森脇久隆学長，および化学
工学会からは田門肇教授（京都大学）によるウェルカ
ムアドレスがあった．これらのオープニングセレモニー
の 後， 第 1 日 目 は Prof. A. S. Mujumdar（McGill 

University & Western University）と奈良文化財研究所
保存修復化学研究室長の高妻洋成博士による plenary 

lecture がおこなわれた．
Prof. Mujumdar からは，1970 年代中頃までは乾燥に

関する学術・技術論文がロシア語，ドイツ語，日本語，ポー
ランド語など様々な国の言語で書かれることが多く，そ
の成果が多くの研究者において共有することができな
かったため，乾燥研究に関する国際的な討論の場（すな
わち IDS）が必要と考え，1978 年に第 1 回 IDS を開催
した旨の説明があった．その後，IDS が定着するにつれ，
IDS への参加者数，参加国数，発表論文数が増加し，一
方で IDS の参加者の研究成果がベースとなって，乾燥に
関する専門的な学術誌である“Drying Technology”誌
が発刊されることになり，乾燥研究の発展とその成果の
世界規模での共有へとつながった．また，IDS は，アカ
デミアと産業界との情報共有，技術移転などのミッショ
ンを持ち，乾燥技術の展開に寄与しているものとの考え
を示し，講演を結んだ．

初日 2 題目の plenary lecture は，奈良文化財研究所
保存修復化学研究室長の高妻洋成博士による文化財の
乾燥に関する発表であった．これまでの IDS における
発表としては珍しい異色の分野の発表であった．文化
財は当然のことながら希少であり，同じものが存在し
ないことがほとんどであるので，その保存はきわめて
重要な課題となる．また，文化財は，物理的，化学的
ストレスに対してきわめてセンシティブなものが多く，

その形状や大きさは様々である．このような観点から，
文化財の乾燥には，様々な乾燥理論や技術を駆使する
必要があるものと考えられた．一方，工業製品などの
乾燥とは異なり，コストや乾燥時間の短縮にあまり重
きを置かなくてもよいのが特徴といえる．ある文化財
の真空凍結乾燥に数ヶ月の時間を要したというのは驚
きであった．文化財の乾燥には適切な乾燥方法の選択
と乾燥条件の設定がきわめて重要であり，今後 IDS な
どで対象とする乾燥分野になる可能性を感じた．

（三重大学・橋本　篤）

2 日目には 2 件の plenary lecture が行われた．1 件目
はリヨン第一大学の J. Andrieu ( 教授から，医薬凍結乾
燥プロセスの最適化に関わるご自身の研究のダイジェス
トをご講演頂いた．ちなみに Andrieu 教授は前日本開催
である京都開催の IDS1984 に出席経験をお持ちの，数少
ない現役の研究者であった．「前回の京都大会も暑かっ
たけど今回も暑いね．あの当時はみなネクタイ締めだっ
たので特に暑かった」と冗談をおっしゃられていた．ご
講演では，凍結乾燥モデルの基礎，氷晶形成が乾燥速度
に与えるインパクト，昇華面温度の非接触モニタリング，
簡易な乾燥モデルに基づいたデザインスペースの推算の
重要性について講述されていた．

2 件目は名古屋市立大学の尾関哲也教授より，ドラッ
グデリバリー用途のナノ粒子作製についてのご講演を頂
いた．生体の粒子取り込みを制御するために疎水性シェ
ルにいかに水溶性薬剤を格納するか，粉末化プロセスの
検討から作製した粒子の特性評価まで，医工学的な視点
から詳細な研究紹介をして頂いた．製品に高度な機能性
を与えるために，乾燥という操作を単純な脱水操作と捉
えるのではなく構造化操作と捉えるべきということが近
年の IDS で盛んに言われているが，これを実践する形の
研究と見ることもでき非常に興味深かった．

（京都大学・中川究也）

2.2 研究発表の概要
以下に著者らの印象に残ったセッションの発表内容

を紹介する．
「Novel drying and dewatering technologies: Hybrid 

drying」 の セ ッ シ ョ ン は 学 会 3 日 目 に 行 わ れ た．
IDS2016 における発表論文の特徴として，食品などの工
業製品の高品質・高機能化を目的とした乾燥技術の高度
化があげられる．そのひとつの方向性が Hybrid drying

と考えることができる．これまで様々な乾燥技術に関し
て基礎的な研究が進められ，それぞれの特徴が定性的・
定量的に把握されてきた．Hybrid drying 研究の多くは，
乾燥物の高品質化を目指し，複数の乾燥技術を組み合わ
せて乾燥プロセスの最適化を目的としたものである．
Universitat Politènica de Valencia の Prof. A. Mulet は，Fig. 2　Prof. Mujumdar の Plenary 講演
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“Low Temperature Dr ying Enhancement Using 

Ultrasound”と題し，通風乾燥過程における超音波の併
用の影響に関する講演を行った．通風乾燥過程におい
て，試料に超音波を当てることにより物質移動が促進
され，乾燥時間の短縮が図れるため，乾燥プロセス全
体でのエネルギー消費も抑制されるという点を強調し
た発表であり，大変興味深く拝聴した．超音波を併用
する効果は，風速，温度や試料の状態などの影響をう
ける．とくに，物質移動速度が低下する低温での乾燥
において顕著となるため，凍結状態の試料の乾燥にも
有効であり，かつ試料の物理的，化学的な品質劣化も
無視できるとのことであった．そのため，温度にセン
シティブな試料への適応が有効と考えられた．発表で
は，アップルのフリーズドライにおいて，乾燥時間が
88％短縮されたという実例が示された．このように，
乾燥過程における超音波の併用は大変有効な場合があ
り，今後その対象は広がっていくものと考えられる．
しかしながら，報告された結果はケーススタディーば
かりであり，その併用効果，方法に関する定量的な指
標は示されておらず，技術としての確立には課題が残っ
ているものと感じた．また，これまでの IDS と同様に，
食品を対象とした電磁波（マイクロ波，赤外線）併用
乾 燥 に 関 す る 研 究 発 表 が い く つ か あ っ た．Poznan 

University of Technology の Prof. A. Pawłowski は，
“Hybrid Dr ying of Biological Materials -  Process 

Kinetics and Quality Aspects” と題し，通風乾燥過程に
いてマイクロ波，赤外線，もしくは両者を併用するこ
とにより，乾燥時間の短縮などを図った研究発表を行っ
た．ポテトを対象とし，電磁波併用の有無，組み合わ
せの影響などを検討し，乾燥時間，エネルギー消費量，
乾燥過程における表面色変化に着目したところ，マイ
クロ波や赤外線の併用が効果的であることを実験的に
示した．報告された結果は，実際の乾燥操作に関して
意義深い結果を示しているものと考えられる．一方，
試料であるポテトの物性面からの議論が行われておら
ず，今後の課題であることを著者らも認めていた．また，
食品などのように物理的・化学的に複雑な試料の乾燥
過程における光学的特性の把握は非常に困難であり，
今後の展開が望まれる分野と思われる．これらの研究
発表を通じて感じたことは，個々の対象物に関するケー
ススタディーの展開は順調に進んでいることである．
一方，複雑な現象を定量的に捉え，一般化・抽象化す
るためには，研究の初期段階として，機械学習などの
手法の導入の必要性を感じた．

（三重大学・橋本　篤）

次に乾燥機構と噴霧乾燥に関する研究について述べる．
第 1 日目の Session A-1 では，Liege University（ベル

ギー）の Dr. Kahlerras による セメントモルタル内部の

水分分布を X 線トモグラフで測定する研究が紹介され
た．非破壊の水分分布測定法として興味ある研究であっ
た．Session A-2 では，Otto von Guericke University（ド
イツ）の Dr. Kharaghni による Keynote lecture に引き続
き， 同 氏 に よ る 多 孔 質 材 料 粒 子 の 乾 燥 機 構 を pore 

networking model で解析する研究が 2 報発表された．こ
の研究は流動層コーティングでのバインダー液の付着，
吸収，乾燥を 2 次元的な pore networking model で解析
したものであった．特に，乾燥中の結晶の生成と乾燥速
度の関係について解析していた．

噴霧乾燥に関する研究としては，単一液滴の乾燥特性
曲線と CFD（Computer fluid dynamics）を組み合わせた
解析（Dr. Tran：Otto von Guericke University）や同大
学の Dr. Jaskulski による乾燥粉末の粒子径分布の推定の
研究が目を引いた．いずれの研究も実機に近いサイズの
噴霧乾燥機（後者のものは直径 6m，高さ 37m）を用い
て実験をおこなっていた．現在の日本では考えられない
研究であった．近年，Büche 社（スイス）が開発した卓
上式噴霧乾燥器を用いた microencapsulation の研究が盛ん
におこなわれており，RSM（Response surface method）と
組み合わせた最適化の研究報文が多く出回っている．こ
れらの研究結果が実機への応用に対してどの程度耐え得
るものであるかを改めて考えさせられた．

（鳥取大学・古田　武）

凍結乾燥に関連する研究発表は必ずしも多くはな
かったものの，充填微粒子層の凍結乾燥や，攪拌装置
を装備した装置による粉末凍結乾燥，チューブ式チャ
ンバーにより氷核形成の制御を可能とした凍結乾燥機
など，近年注目されつつある技術が実直に存在感を示
していた．水分の移動現象の理解や，それに関わるパ
ラメータの推算に，CFD や X 線 CT などの技術を利用
する研究発表も比較的多く見られる一方で，乾燥モデ
ルはより簡易にし，現場実装を目指すという風潮も感
じた．支配因子とそれに関わるパラメータが十分適切
であれば，簡単なモデル計算でも生産を実施する上で
は十分な精度を実現できるというコンセプトと筆者は
受け止めている．その反面，食品乾燥のモデル化と題し，
含水率変化に Page 式などの対数式を当てはめる発表に
対し，「タイトルにある“モデル化”に相当する部分の
発表はどこでしたか？」という意地の悪い質問が飛ん
でいたのが印象的であった．返答に困る発表者に対し
質問者は，「あなたがしたのはフィッティングです．モ
デル化ではありません．」と追い打ちをかけていた．人
それぞれ考え方はあるだろうが，少なくとも IDS にお
いては，移動現象と関わる科学を基盤として，エンジ
ニアリングへと繋げる手法を作っていくという流れが
脈々とあるのだと感じた．

（京都大学・中川究也）
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ポスター発表は，技術セッションからもポスターと
して 18 件の発表があった．近年，産業側の発表が少な
くなっていたのを，今大会では会社からのポスター発
表が企画され，実際の乾燥装置のスケールが伺えるポ
スター発表がなされた．一般ポスターは，1 日目 57 件，
2 日目 76 件のポスター発表がなされた．インダストリ
アルポスターで，ハウス食品はウコンを含む食品粉末
の混練機を用いたコーティング法について，ポッカは，
アクアガス（過熱水蒸気）を用いた流動層での造粒に
ついて発表し，高温の水蒸気で添加材の少ない造粒手
法が確立できることを発表した．狐崎氏らは，乾燥時
のストレス発生に関するモデル実験と理論的解析手法
について発表した．このような数理物理学研究からの
乾燥に関する研究を実施している応用物理学研究者の
グループがあることを，ポスター発表から認識した．

（香川大学・吉井英文）

3.　Banquet と各種表彰

Banquet は 8 月 9 日 18:30～20:30 の間に，隣接する「都
ホテル」でおこなわれた．食事は日本食が中心で，こ
との演奏などの余興が織り込まれていた．Banquet で
は恒例によって各種の表彰がとりおこなわれた．今回
の各種表彰者は以下の通りである．
2016 Arun S. Mujumdar Medal

Prof. H. Yoshii, Kagawa Univ.

Award of Merit for Book-Length Publication with Focus 

on Unique and Industrially Applied Green Dr ying 

Technology

Prof. O. Alves-Filho, Norwegian University of Science 

and Technology

Best Research Award

・ Quantification of Non-Uniform Deformation of 

Shrinkable Materials during Drying via Digital Image 

A n a l y s i s ,  A .  S t i e n k i j u m p a i ,  M .  J i n o r o s e ,  S . 

Devahastin.

・ Model for Drying and Inactivation of Baker’s Yeast 

Particles in Fluidized Beds Operated under Reduced 

Pressure, S. Zarekar, A. Bück, Michael Jacob and 

Evangelos Tsotsas.

Best Poster Award　（一般の部）
・ Ef fects  of  Operat ional  Condit ions on Dr ying 

Characteristics of Fine- Powder Suspension in 

Fluidized Bed of Iner t Par ticles, Y. Tatemoto, K. 

Koyanagi, A. Komuro and Y. Bando.

・ Ef fects of  Arabic Gum and Whey Protein on 

Retention of Herbal Compounds During Fluidized 

Bed Seed Encapsulation, L. Benelli and W. P. Oliveira

・ Texture Analysis of Dried Papaya (Carica papaya L.) 

Previously Treated with Calcium and Osmotic 

Dehydration, J. Rodríguez-Ramirez, J. Baragan-

Iglesias, S. S. Sablani, L. L. Mendez-Lagunas and S. 

Sandoval-Torres

Best Poster Award　（学生の部）
・ Encapsulation of Squalene Oil by Spray Drying, A. A. 

Ghani, K. Matsumura, A. Yamauchi, H. Shiga, S. 

Adachi, H. Yoshii

・ A Novel Pressure Swing Drying Module for Energy-

Saving Drying with Superheated Steam, L. Chen, Y. 

Kansha, M. Ishizuka and A. Tsutsumi

・ CFD Study of a Designed Forced Convection Solar 

Dryer. Application to the Drying of Punica granatum 

Legrelliae's Flowers, H. E. Ferouali, S. Doubabi, T. E. 

Kilali and N. Abdenouri

Fig. 3　ポスター発表会場
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冷凍うどんの品質評価と課題解決に向けた技術開発

喜田直孝†，島田浩基，古橋敏昭，村上菜摘

テーブルマーク株式会社　研究開発部

◇◇◇ 解説記事（2015 年度日本食品工学会技術賞） ◇◇◇

1.　緒　　　　言

冷凍うどんは平成 26 年度には冷凍食品国内生産量が
第 1 位の約 17 万トン（シェア 11.0％）[1] となり，今
や国内の冷凍食品の中で確固たる地位を築くように
なった．これだけ多くの方々に親しまれる冷凍食品と
なるに至ったのには，テーブルマーク株式会社（TM）
の長年に亘るたゆまぬ技術開発が少なからず貢献して
きたと自負している．

TM は，1956 年に香川県観音寺市で創業を開始した
（株）加ト吉を前身とした会社である．TM は，当時全
国的にはあまり知られていなかった香川県名物「さぬ
きうどん」の美味しさを全国に広めたいという強い想
いから試行錯誤を重ね，1974 年に冷凍さぬきうどんの
日本初の工業的生産を開始した．発売当初は当然認知
が進まず，加えて一般的なチルドうどんの市場価格が
一玉 30 円に対し，冷凍さぬきうどんは一玉 100 円と高
価であったこともあって，10 年程販売は伸び悩んだ．
しかし，地道な営業活動に加え，様々な技術革新を重
ねた結果，調理の簡便性は勿論のこと，そのコシのあ
る食感に代表される美味しさをお求めやすい価格で楽
しめることがお客様に支持されて，発売から 40 年を超
えた今では年間 5 億食を生産する弊社の主力商品となっ
ている．

しかしながら TM では現状に満足することなく，もっ
ともっと打ち立て，茹でたてのうどんの美味しさを日
本全国へお届けしたいという想いで，工業化技術につ
なげる品質設計（品質評価・解析から製造プロセス解析・
製法開発まで）と，「冷凍うどん」の品質課題に対する
取組などの研究開発を重ねてさらなる品質を追求し続
けている．

2.　冷凍うどんの品質評価

うどんに期待することに関して消費者調査を行うと，
コシ，もちもち感，のど越しなどの品質（主に食感）
への期待が圧倒的に多い．そのため，これらに求めら
れる品質特性を定量的尺度で表現 / 解析できる評価法
の構築が非常に重要となる．TM では，主観的な官能評
価を極力単純な強度で表せる項目に絞って点数化する

とともに，客観的数値指標として圧縮破断特性および
動的粘弾性特性の機器測定物性値も同時に評価 / 解析
することによって麺の食感をより的確に表現すること
や，特徴的な食感発現のメカニズムを物性面から明ら
かにすることなどに取り組んでいる [2-4] ．

それぞれの評価を行う際には，極力ブレを低減する
ために調理方法や評価時間などのプロトコルを定めて
いる．

2.1 官能評価
官能評価を行う上で重要なポイントは，嗜好性を極

力排除したシンプルで強度表現可能な評価ワードを選
択し，上限下限のモノを定め，パネルがともに評価し
て尺度を共有化することである．例えば，うどんに求
められる「コシ」を官能評価でダイレクトに定量的な
評価をすることは，人によって抱いている質的なイメー
ジが異なるため，意外と難しい．そこで我々はうどん
の「コシ」を表現する際には，強度表現が可能な「硬さ」
と「粘り」で評価している．このように要素分解して
評価することで，これらのバランスによって「コシ」
の質までが表現可能となる．

2.2 機器測定評価
機器測定では，咀嚼時を想定して，主に圧縮破断試

験を利用するが，これについても官能評価との絶対的
な相関を取れる訳ではないので，得られる波形などの

Fig.1　圧縮破断測定波形例
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Fig.2　冷凍うどん製造工程概略図

情報を素直に見て，強度のみならず，波形などからも
質を読み取る必要がある．一例として，Fig.1 に茹でた
ての手打ちさぬきうどんと，それを急速凍結した後に
ボイル解凍した時の圧縮破断波形を示す（株式会社山
電製クリープメータ，接触幅 1 mm 楔形プランジャー，
圧縮破断速度 1 mm/sec）．茹でたてでは歪率 80％を超
えて荷重がさらに急速に上昇する「ずり」，すなわち「粘
り」が発現するのに対し，それを冷解凍したものでは，

「硬さ」と「粘り」が低下して「もろさ」が発現するこ
とがよくわかる．

3.　冷凍うどんの製造プロセス解析

生産ラインにおいて麺の品質や生産の安定性を決定
するのは，原材料の配合や製造工程，そして製造環境
のコントロールを含む各工程条件である．冷凍うどん
は原材料を計量してから製品が出来上がるまで約 3.5 時
間という長い時間を必要とするため，製造工程条件が
品質や生産安定性に与える影響を観察する上で，各工
程における生地の状態や物性値を把握して，最終製品
の品質との関係を推察する工学的な取り組みが有用で
ある．そのため，麺の品質や生産の安定性に重要であ
ると考えられる主要な工程において，様々な手法を用
いて生地状態や物性のモニタリングを実施し，工程間
の関係性や品質に与える影響を明らかにした．

3.1 冷凍うどんの製造工程
Fig.2 に冷凍うどん製造工程概略図を示す．以降，冷凍

うどん製造においてポイントとなる各工程を概説する．
サイロに蓄えられた原料を真空ピンミキサーに移送

し，塩水と混合して捏ね上げて生地を作るのがミキシン
グ工程である．小麦粉製品におけるミキシング工程は非
常に重要で，とくに捏ね上げ温度やミキシングの羽根形
状，速度，時間は，グルテンの形成性を決定付ける重要
な要素となる．冷凍麺では喫食時の食感を保つために，
減圧状態でミキシングするのが一般的である．

ミキシング工程で捏ね上げた生地は，ローラーで挟
み込んで帯状の麺帯にまとめる粗延べ工程を経て，生
地の粗密をなくし，麺帯や最終製品の強度をもたせる
ために 2 枚の粗麺帯を 1 枚に複合する．そして 2 時間
の熟成によって十分に生地中の水和分散を進行させた
後，所定の厚みまで徐々に圧延を繰り返し，所定の太さ，
長さに切り出して麺線とする．圧延ローラーの形状や
段数，圧延の比率は最終の製品食感に大きく影響する．

切り出された麺線はそのまま茹で槽に投入され，所
定の時間で茹で上げ，即座に水洗，冷却をし，余分な
水分をきって凍結用容器に充填される．

その後，重量チェックや金属探知機を通して，急速
凍結される．茹で上げから凍結完了までの時間を極力
短くすることで，解凍調理後にもコシのある良好な食
感を維持することができる．

凍結された製品は，凍結用容器と分離され，異物探
知機や金属探知機を通した後，個包装される．

その後，さらに X 線探知機を通し，商品形態に応じ
て包装され，再び重量チェックと金属探知を行い，箱
詰めして製品となる．

3.2 生産ラインのリアルタイムモニタリング
各工程条件が製造安定性，生産性および品質に与え

る影響を明らかにすることを目指し，リアルタイムで

冷凍うどんの製造⼯程

Fig.2 冷凍うどん製造⼯程概略図と⼯程所要時間

（1） （2） （3） （4） （5） （6）

急速凍結機

ｳｪｲﾄﾁｪｯｶｰ

熟成庫

真空ミキサー

粗延べ 複合 圧延

切り出し

茹で

水洗/冷却サイロ

塩水タンク

生地コンベア

熟成

X線

包装個包装異物探知

金属探知

ｳｪｲﾄﾁｪｯｶｰ

箱詰め

ｳｪｲﾄﾁｪｯｶｰ

ﾊﾟﾚｯﾄ積み金探

倉庫・検査・出荷

15分 15分 120分 10分 18分 15分

7分 5分

給粉から倉庫までの所要時間
・・・約３時間半
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Fig.3　捏ね上げ温度と反力の関係例

Fig.4　反力と茹で後重量との関係例

のモニタリングを試みた．モニタリングしたポイント
は，ミキシングに関係する諸因子や生地の物性を反映
する圧延負荷，茹で槽の温度や茹で上げ後の製品重量
であり，各工程条件の関係性に加え，製品食感との関
係性についても検討したので，その一部を示す．

3.2.1 捏ね上げ温度が圧延負荷に及ぼす影響
各圧延ローラー支持部に圧力端子を取り付け，麺帯

の反発力（反力）を測定し，捏ね上げ温度や茹で後重
量との関係性を解析した．

Fig.3 に捏ね上げ温度と反力の関係の一例を示す．横
軸は測定時刻，縦軸は捏ね上げ温度および連続圧延工
程の反力をとっている．この日は，捏ね上げ温度が低
い時には反力が高めに推移し，逆に高い時には低めに
推移する逆相関の傾向があることがわかる．

3.2.2　反力と茹で後重量との関係
Fig.4 に反力と茹で後重量の関係の一例を示す．初期

バッチ（B；ミキサー容量を 1 単位として表す）は製品の
重量不足を防ぐために意図的に重めに出しているが，初
期の段階から反力と茹で後重量がほぼ同じ形で推移して
おり，反力の変化に対して茹で後重量の変化が密接な正
の相関関係をもつことがわかった（R＝0.91 以上）．

反力，すなわち圧延負荷は，生地の弾性が高い，も
しくは麺厚が厚くなった時に高くなるので，切り出
し時の最終麺厚が厚めになって重量が追随するもの
と考えられる．

3.2.3 茹で温度と茹で後重量との関係
Fig.5 に茹で槽の麺投入部の温度と茹で後重量との関

係の一例を示す．微少な茹で槽の温度変化が茹で後の
製品重量変化とほぼ対応しており，茹で温度が高いと
きには，重量も高くなるという，正の相関をもってい
ることがわかる．

3.2.4 茹で後重量への工程影響
Fig.6 に，茹で後重量と相関の高かった連続圧延の反

力と茹で温度が，茹で後重量に与える影響例を示す．
この日の製造では，前半は茹で槽温度がほぼ一定で，

反力の影響が強く出ているが，後半は反力が低くても
重量が上がっており，茹で温度の影響が強く出ている
ことがわかる．毎日のデータからは，反力や茹で温度

Fig.5　茹で温度と茹で後重量との関係例
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Fig.6　反力，茹で温度と茹で後重量との関係例

Fig.7　サンプリング当日の工程データ

の影響度合いは必ずしも一定してはおらず，様々な要
素が複雑に絡み合っていると考えられるが，捏ね上げ
温度などミキシングの状態が麺帯の状態に影響を与え，
麺帯の状態や茹で温度が生産性，すなわち茹で後重量
に大きな影響を与えていることが明らかになった．

3.2.5 製造工程の品質への影響
これらの工程パラメーターが変動している時に，品

質はどの程度変動しているのかを調べるため，製造開
始直後から終盤までの製品をサンプリングして食感を
評価した．Fig.7 に当日の工程データ，Fig.8 にサンプ
リングした製品の食感評価を示す．

工程パラメーターの違いは，捏ね上げ温度は 1B と 

5B がやや高く，茹で温度は 1B がやや低めで 45B が高
くなっている．反力および茹で後の重量推移は，1B の
反力が顕著に低くなっている他は同程度になっている．

官能評価および機器測定結果を統合した食感評価点
を算出し（Fig.8 上図），比較的変化が大きかった弾力
と粘りでマッピングしたものを拡大したのが Fig.8 下図
である．同じものとして認識される程度の 0.1-0.2 点の
僅かな差ではあるものの，捏ね上げ温度が若干高めで，
反力，茹で温度が低めであった 1B は他のバッチに比べ，
やや柔らかく，粘り強い食感になっており，工程条件
の変化が食感にも影響していることがわかる．

これまで紹介した変動は，製品重量であれば数 g，食
感評価点では 0 コンマ数ポイントの差ではあるが，生
産の高度安定化が品質の高度安定化にも繋がることが
明確になったので，その後のライン設計や新規導入設
備仕様決定の際の参考としている．

3.3 生産ラインのオフラインモニタリング
製品品質に関わる重要な工程として，熟成工程およ

び茹で工程について，オフラインで食感との関係を解
析した．
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Fig.8　サンプリング当日の食感評価データ

Fig.9　熟成時間による抵抗値の変化

Fig.10　真空ミキシング品の食感評点マップ

3.3.1 熟成時間が食感に与える影響
熟成工程における経時的な生地の状態変化を電気的

な特性変化で捉えることを試みた．実験は，真空ミキ
シングおよび常圧ミキシングした生地を熟成工程中に
取り出して，φ30 の電極に挟み込み，10 mV の電圧を
かけながら，0.1Hz～10kHz まで周波数を変化させた時
のインピーダンス（Ω）を測定し，複素平面上にプロッ
トしたナイキスト線図から，解析ソフトを用いて等価
回路を仮定した．フィッティングした想定等価回路の
抵抗を縦軸に，時間での変化をプロットし，熟成時間
による抵抗値の変化を計測した（Fig.9）．どちらも抵抗
値 3000Ω程度でほぼ変化は収束し，その時間は，真空
ミキシングでは 60 分前後，常圧ミキシングでは 120 分
前後であった．真空ミキシングした場合，水和の状態
や生地密度が高く，常圧ミキシングに比べて早くに状
態が均質化して抵抗が収束したと考えられる．

真空ミキシングした生地を，熟成時間 0 分から 120 分
まで 30 分ごとにサンプリングして冷凍うどんを作成し，
食感を評価した（Fig.10）．官能評価と機器測定の値を統
合した食感評価点を比較的変化の大きい硬さと粘りでプ
ロットすると，熟成時間とともに硬さが和らいで粘り強

い食感に変化し，60 分以降ではほとんど同じ食感となる
ことがわかる．これは先に示した抵抗値の変化とほぼ同
じ傾向であり，電気的特性の変化は生地の状態や食感の
変化をよく表現していると考えられる．

熟成では澱粉近傍への水配置，すなわち水和が進む
ことによって，茹で工程でも澱粉がそれぞれ効率的に
吸水して膨潤，α化できることが食感の違いとして現
れていると考えられる．

3.3.2　茹で条件の影響
茹で時間によるα化度，各種物性値，および食感へ

の影響を検討した．
Fig.11 に茹で時間によるα化度変化を示す．α化度

は BAP 法と改変ソモギー法を用いて測定した．α化度
は茹での初期と，12 分以降で急激に上昇した．

一 方， 各 茹 で 時 間 に お け る 物 性 の 変 化 を み る と
（Fig.12），圧縮破断測定における最大荷重は 12 分付近
が最も低く，破断荷重が現れ始める．水分値は 15 分位
から変わらなくなる．食感としては 9 分以降，中心部
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hPa となり，蒸気圧差によって麺から氷が昇華する．
再び袋内温度が -20℃へ変化すると，過剰の袋内の飽
和水蒸気圧が低下し，余剰の水蒸気は霜となって麺の
表面へ凝集，付着する．この繰り返しで麺の表面が乾
燥して，脱水・白色化（冷凍焼け）が進行すると考え
られる．とくにレンジ調理の場合は，調理過程での水
分供給がないため，硬化の程度はより大きくなる．

この現象を抑制するため，各種方法を検討したが，
その中で最も効果が高かったのは，真空包装と，麺表
面への糖液の噴霧であった．真空包装は，脱気によっ
て冷凍焼けの原因となる飽和蒸気圧差自体をなくす方
法である．

一方，麺表面への糖液の噴霧では，各種糖液の中で，
マルトース噴霧による効果が最も高かった．Fig.15 に
冷凍保存中の麺の重量変化を，Fig.16 に冷凍保存中の
冷凍焼け状態の変化を示す．冷凍保存は，-20℃と
-5℃に 30 分ごとに変動する様にプログラミングした恒
温槽を用いた．冷凍焼け状態の評価については，目視
で表面の冷凍焼け状態を 5 段階評価しており，官能評
価指標は下記の通りとした．
＜冷凍焼けの官能評価基準＞

5： 変化なし
4： 霜発生，わずかに麺が白い
3： 霜発生，所々麺が白い
2： 霜が多く発生，全体的に白い
1： 霜が多く発生，全体的に白く，乾燥でスカスカの

麺あり
マルトースの効果には及ばないが，他にもグルコー

スやトレハロースなどの単糖，二糖でも冷凍焼けの抑
制効果があることを確認している．

Fig.14　冷凍焼けの推定メカニズム

Fig.11　茹で時間によるα化度変化

Fig.12　茹で時間による物性変化

Fig.13　冷凍焼け品の外観

の粉っぽさがなくなり，15 分以降では角が崩れてのび
た様な食感となる．

この試料の場合，茹で時間 12 分前後に色々な物性の
変曲点が存在しており，この変曲点にあたる茹で時間
が，冷凍うどんにした時の品位が最も良好なことがわ
かった．

4.　冷凍うどんの保存中の品質変化

冷凍うどんでは，冷凍物流・保管時に品質劣化が発
生する場合がある．その劣化現象には 2 つのパターン
がある．1 つは麺表面の冷凍焼けであり，麺表面が乾燥・
白色化する現象である（Fig.13）．

劣化程度が大きくなると，茹で調理でも復元できず，
芯のある歯切れの悪い硬い食感になってしまう．とく
にレンジ調理では乾燥部分の硬化が目立ち，噛切れな
いほど硬化する場合がある．この原因は保管中の温度
変化に伴う袋内の飽和水蒸気圧変化によって引き起こ
される昇華現象である（Fig.14）．例えば，麺の保管温
度が -20℃から -10℃へ変化した場合，速やかに温度
が追随した袋内の飽和水蒸気圧は 1.03 hPa から 2.60 



A-17

Fig.16　糖液噴霧品の冷凍保存中の状態変化

Fig.17　冷凍焼け抑制効果推定メカニズム

Fig.15　糖液噴霧品の冷凍保存中の重量変化

これらの結果から推定した冷凍焼け抑制のメカニズム
を Fig.17 に示す．冷凍保存中の温度変化に対し，昇華
と凝集の繰り返しは糖液を付着させていない場合と同様
に発生するものの，麺の内部からよりも表面に付着して
いる糖液からの水分移動（昇華）が優先的におこり，温
度低下時にはまた表面の糖へ水分が凝集するサイクルを
繰り返すことで，麺自体の冷凍焼けを抑制していると考
えられる．糖の中でもとくにマルトースは水分を離しや
すく，再び吸着しやすい性質が強いと考えられる．

もう 1 つは澱粉老化に近い現象で，冷凍保管温度帯
により，麺物性の劣化が進行してボソボソな状態とな
る現象である．とくに流水解凍タイプの製品で夏場に
発生し，流水解凍調理では加熱糊化できないため，劣
化した麺はボソボソの食感になり，見た目にも透明感
がない．この原因は，麺中心部の未凍結水分量の影響
による氷結晶の成長とそれに伴う凍結濃縮にあること
が種々の検討より示唆されている．

これらの品質劣化は流通や保存中の温度変化に大き
く依存するため，メーカーの商品設計のみでコントロー

ルすることは難しいが，可能な限りこれらの劣化を抑
える技術を検討してきた [4]．これら保存・輸送時にお
ける品質課題は，冷凍食品全般の共通課題であるので，
冷凍食品の品質に対する科学的・工学的な取組につい
て紹介し続けていくことで，冷凍食品業界全体のレベ
ルアップを図りたいと考えている．保管・物流におい
てもさらなる温度管理の強化をお願いしたい．

5.　結　　　　び

冷凍うどんをさらに美味しく，安定した品質で提供
するために，より客観的な食感評価や工程モニタリン
グによる生地物性評価等などに基づく製造条件の最適
化は欠かせない．さらに冷凍物流や保管中におきる品
質変化を極力抑えること，より調理性を向上すること
など含め，これからも皆様に，より愛される冷凍うど
んの提供を目指していきたい．

2013 年には，厳選した原料を用い，製造工程にこだ
わった「丹念仕込みさぬきうどん」を発売した．この
商品は多加水の生地をしっかり捏ね上げて，十分な熟
成を取り（綾・熟成法），これまでの冷凍うどんとは明
らかに異なる，強いねばりと硬さを有する食感を特長
とした商品である．売り場で見かけた際には是非お試
し頂ければ幸いである．
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食糧・食品生産と日本版インダストリー 4.0

末原　憲一郎
【略歴は前号を参照（第 17 巻第 3 号）】

ICT を活用して革新的な新たなモノづくりを目
指す動きが世界的に動き出している．代表的な取
り組みとしてドイツの国家戦略「インダストリー
4.0」やアメリカの企業連合が取り組む「インダス
トリアルインターネットコンソーシアム（IIC）」
がある．これらの最終目的は，IoT（Internet of 
Things）による自律的な生産活動を行う「つなが
る工場（スマートファクトリー）」の実現であり，
この中で重要視されていることのひとつに「標準
化」活動が挙げられる（IoT に関しては前号の本
トピックス欄を参照されたい [1]）．

一方，日本においても，日本版インダストリー 4.0
と し て 注 目 さ れ て い る Industrial Value Chain 
Initiative （IVI）が発足し，主査企業による 19 のワー
キンググループが始動している [2]．IVI の特徴は，
日本の製造業が実際に持っている課題を競争領域
と協調領域に分け，協調領域について問題解決の
リファレンスモデルを作る，いわゆる「緩やかな
標準化」を目指すところにある．日本では基本的
に工場内部の仕組み（各企業独自開発）を外部に
公表しておらず，ドイツやアメリカの取り組みを
そのまま適用することは必ずしも日本の製造業・
モノづくりのメリットにならない．日本の強みを
生かせる日本独自のリファレンスモデルが必要で
ある，と，IVI 発起人の西岡靖之氏（法政大学教授）
は語っている．それでは，国家戦略として重要視
されている食糧・食品生産について考えてみると
どうなるのか．産学官連携による日本の「強み」
を活かした食のバリューチェーン構築のための戦
略については，すでに本トピックス欄にて紹介し
たとおりである [1]．

食糧・食料生産に直結する農業分野における
IT/ICT 利活用はかなり以前から行われている．国
土が狭く小規模農家が多い日本ではあまり馴染み
が無いのだが，アメリカなどの広大な圃場を管理

する必要性から IT/ICT が導入され，これに伴い
各種センサネットワーク開発が活発に行われてい
る．日本においても，かなり以前より標準化を視
野 に 入 れ た 様 々 な 研 究 開 発 が 進 め ら れ て い る 
[3-4]．ただし，農業は自然相手の世界（気象デー
タは取得・解析して予測できるが環境制御はでき
ない）であり，篤農家（ベテラン農家）の経験と
勘の世界でもある．また，農業から食品工業まで
の流れを考えた場合，日本では原料である農作物
は主に農水省，工業製品としての食品は経産省，
それらの中での ICT 利活用は総務省と，多くの省
庁が関わるのも特筆すべき特徴である．前述のス
マート工場（工場の見える化）に対してスマート
農業（農業の見える化）の実現は難易度が高いの
かもしれない．しかし，世界的に見ても食糧・食
品生産としての農業分野は，実利的な IT/ICT 利
活用が進んでいる先端分野でもある．また，ゲノ
ミクス，プロテオミクス，メタボロミクスに続く
オミックス研究としてフェノミクスが注目されて
おり，これとスマート農業との組み合わせによる
環境変化も含めた対応が注目されてきている [5]．
食糧・食品生産分野におけるスマート化の早期実
現に期待したい．

 1） 末原憲一郎，日本食品工学会誌，17（3）, p. A-12 （2016）

 2） http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1511/25/

news040.html, （アクセス日 2016.05.02）

 3） http://bix-pp.info/BIX-orig.pdf, （アクセス日 2016.05.02）

 4） http://www.meti.go.jp/committee/materials2/down-

loadfiles/g90302a04j.pdf, （アクセス日 2016.05.02）

 5） https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbbr/17/2/17_17.57/_

pdf, （アクセス日 2016.05.02）
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