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編集委員会から

前号でお知らせしましたが、J-Stage上で早期公開を開始しました。ワインレッドの表紙

になった本号（17巻第 1号）がみなさまのお手もとに届く前に、既に数編の論文が公開さ

れています。早期公開された PDFには頁番号がありませんが、確定した段階で入れ替える

ことになります。DOI注）は付しています。早期公開には別途費用がかかります。現在は試

行で実施しておりますが、著者にご負担いただく必要があるかもしれません （日本食品工学

会の掲載料は他誌の半額以下です）。

会報部分についても日本食品工学会のホームページから閲覧できるようにしました。こ

れで日本食品工学会会誌についてはデジタルアーカイブが完成しました。

編集委員会は、学会の出版物をすべて担当することになっています。年次大会要旨集、

各種セミナー・講演会の要旨集、講習会テキスト等についても収集・保存することが必要

ではないかと考えております。現在、日本食品工学会 20周年記念事業について議論を開始

したところですが、編集委員会としては、上記の貴重な出版物を散逸させないためにもデ

ジタルアーカイブ化を提案する予定です。

前回、お知らせしましたが、前号から国際乾燥会議（2016年 8月 7-10日、岐阜）で発

表された論文を、再度審査をして掲載しております。海外からの投稿も、引き続き受領し

ております。さらに英文の論文数が増えることを期待しています。

会報部分についても、テーマを設定した解説記事なども掲載していきたいと考えており

ます。トピックス、解説等、ご寄稿の希望があればいつでもお知らせください。また、本

誌へのご意見もお聞かせください。連絡先は学会ホームページに掲載してあるメイルアド

レスです。

注）DOI （Digital Object Identifier,デジタルオブジェクト識別子）インターネット上の文書に恒久的に
与えられる識別子。日本食品工学会誌では例えば、DOI : 10.11301/jsfe.17.95と表示されている。こ
れを、http://doi.org/10.11301/jsfe.17.95と URL入力することにより、その文書にアクセスできる
（オープンアクセスでなければ誰でもアクセスできるわけではないが）。

 （山口大学　山本修一）
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化学工学と食品産業

酒　井　　昇

◇◇◇ シリーズ　「  シニア ・ミドル・ジュニアのつぶやき」 ◇◇◇

大学で化学工学を勉強し，大学の教員になってから
いつの間にか長い年月が経過した．最初に勤務した学
科が工学部資源工学科で，昔の鉱山系の学科であった．
その後，東京海洋大学の前身である東京水産大学の食
品生産科学科に異動し，現在に至っている．現在の専
門は食品熱操作工学（Thermal Food Processing）で，
ごはん，麺類，肉・魚，野菜と幅広い食材を研究対象
として，食品の加熱を中心に乾燥，殺菌，解凍，調理
等を研究している．
大学時代の研究テーマは，「酸化鉱物の直接還元反応

に関する研究」で煮ても焼いても食えぬ代物を対象と
していた．その内容は，水素や一酸化炭素の還元性ガ
スを用いて，高温下で酸化鉄等の酸化鉱物を還元して
直接金属を得るというものである．そのバックグラウ
ンドは熱・物質移動と反応速度論でまさに化学工学で
ある．現在の研究とは似ても似つかないように思える
が，その基本的な考え方は同じである．例として加熱
調理を考えると，食品を加熱する（熱移動）と温度上
昇にともない，肉・魚ではタンパク質の変性が起こり，
ごはんや麺類では澱粉の糊化が起こる．同時に，旨味
成分，呈味成分や機能性成分の消長が起こり，さらに，
食品によっては酵素反応と酵素の失活が起こる．これ
らは反応と考えることができる．さらに，肉・魚では
タンパク質の変性による収縮に伴い脱水がおこり，加
熱しすぎると固くなって不味くなる．逆に澱粉食品で
は糊化に伴い吸水し，膨潤するが，吸水しすぎると食
感が悪くなり不味くなる．両者とも現象としては水分
移動にともなう物性変化である．したがって，加熱調
理時の食品内部で起こっていることは，熱・水分移動
と反応であり，その最適化が求められる．対象物は大
きく変わっているものの，基本となる学問体系は大学

時代と同じである．三つ子の魂百までと言うように，
最初に学んだ化学工学がバックボーンとなり，食品加
熱操作の研究を続けている．
化学工学会の一研究会であった，食品工学研究会が
発展し，日本食品工学会が発足した．研究会当時から
食品関連企業と大学の交流は盛んで，現在もインダス
トリー委員会を中心に多くの活動が行われており，1年
ほど前までその委員会の事務局を担当させていただい
た．インダストリー委員会は，「日本食品工学会におい
て産業界からの発想で企画した活動を行うことによっ
て総合科学としての食品工学の発展に寄与し，このこ
とを通じて日本および世界の食品産業の発展に寄与し，
さらには人類の健康で豊かな生活に貢献することを目
的」として設立された．上記の趣旨に基づき，インダ
ストリー委員会では様々な活動を行っているが，その
うちの一つとして，日本食品工学会年次大会時に「イ
ンダストリアルプラザ」を開催している．インダスト
リアルプラザは，食品メーカー，食品機械メーカーの
技術者が各企業の技術情報についてポスター展示を行
うとともに口頭発表形式でプレゼンテーションを行っ
ている．企業技術者同士のコミュニケーションの場の
みならず，大学研究者および公的研究機関の研究者と
の状報交換の場となっている．
食品産業界と大学・公的研究機関の交流の場として

「アカデミックプラザ」もあり，インダストリアルプラ
ザよりも歴史が長い（インダストリアルプラザは日本
食品工学会第 1回年次大会のときに，アカデミックプ
ラザをヒントに企画された経緯がある）．アカデミック
プラザは，日本食品機械工業会が主催する国際食品工
業展の一企画として開催され，国内外の大学と公的研
究機関の発表の場となっている．インダストリアルプ
ラザは学会の中での食品関連産業からの情報発信，ア
カデミックプラザは食品機械展示会の中での大学およ
び公的研究機関からの情報発信と立場は違うものの，
これら食品関連産業との交流の場は，大学および公的
機関研究者にとって研究成果を産業に結び付ける場，
あるいは研究の方向を位置づける場として欠かせない
ものと考える．現に，産・学・官で共同研究開発を行
う契機となっている．
国立大学が法人化されて以来，国からの運営交付金
が年々削減されるなか，大学研究者にとって科学研究

Noboru SAKAI

1978年東北大学工学部化学工学科卒業，1980年　同大学院修士課
程修了，1980年　東北大学工学部資源工学科　助手，1988年　東
京水産大学水産学部食品生産学科助手，2003年　東京海洋大学海
洋科学部に組織変更，同講師，同助教授を経て 2004年より教授，
2013－ 2015年日本食品工学会編集委員会委員長，2016年東京海洋
大学情報処理センター長（併任）
現職：東京海洋大学学術研究院食品生産科学部門教授

〒 108-8477　東京都港区港南 4-5-7

E-mail: sakai@kaiyodai.ac.jp
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費助成事業等の競争的研究資金を獲得することに加え，
外部資金としての企業との共同研究も重要度を増して
いる．大学と企業の研究を考えたとき，大きく異なる
点がいくつか存在する．まず，大きく異なるのは研究
に対するスピード感である．大学における研究は，ポ
スドクが担当する場合もあるが，多くの場合は大学院
生あるいは卒論学生が担い手になるため，年度終わり
には修士論文・卒業論文を仕上げること，授業や就職
活動があるため，企業の研究ペースに比べると遅れが
ちである．この点は企業の方に承知していただく必要
がある．また，企業の研究においては，企業利益を考
えると当然であるが，商品開発に密接に結び付く開発
研究が中心となる．大学の研究においては，開発研究
もさることながら，そのバックグラウンドとなる理論
的・解析的な研究も要求される．企業との共同研究に
おいて，大学が差別化を図るためには，後者の研究は
重要と考える．今の社会においては，安全・安心な食
品は当然として，さらなる高付加価値化が求められて
いるが，単に体に良い，機能性が高い等だけでは消費
者に納得してもらえず，その説明責任が問われている．
説明責任を果たすためにも理論的・解析的な研究が必
要不可欠であり，大学側が果たす任務は大きいと考え
る．また，企業の商品開発においては，従来試行錯誤
的に製造プロセスの種々の条件が決められてきたため，
多くの時間とコストを必要としている．理論的・解析

的な研究をもとにコンピュータシミュレーション技術
が定着できれば，試行錯誤による時間的・コスト的ロ
スを抑えることができると考える．コンピュータシミュ
レーション技術は化学工学が得意とする分野であり，
食品産業においてもその展開が期待される．大学と食
品関連企業とのお互いのスタンスの違いと各々の強み
を理解し，相互補完する形で共同研究が行われれば，
より充実した研究の発展が期待できる．
産業のグローバル化が進み，欧米をはじめとして，
中国・韓国はもとより東南アジアの各国ともパートナー
として交流が盛んとなり，食品産業においてもビジネ
スチャンスが広がっている．また，「和食；日本人の伝
統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録（平成
25年 12月）され，食に対する技術的な関心も高まって
いる．化学工学と食品産業の接点は多く，バイオ部会
で活動をされている方々で，現在は直接食品を対象と
されていない方にも，是非食品をターゲットの一つに
加えていただければ幸いである．大学・公的研究機関
の研究者と食品企業技術者間のネットワークを広げ，
食品産業における化学工学の礎を確固たるものとし，
食品産業のさらなる発展を期待したい．

（本稿は化学工学バイオ部会の許可を得て，同ニュースレター
No.44の原稿を一部改訂して転載したものである）
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マイクロ波共振器を利用した凍結食品の非破壊温度計測

河野晋治，今村　光，服部一裕

株式会社前川製作所　技術研究所

1.　緒　　　　言

食品の凍結プロセスにおいて，食品内部の凍結状態
および中心温度をオンラインかつ全数検査することは，
品質管理および凍結装置の運転を制御する上で重要な
項目となる．しかし，一般に広く使用されている温度
計測機器では非破壊で中心温度を計測することができ
ないため，実際の凍結プロセスでは，予備計測データ
および経験に基づいた凍結時間と庫内温度制御による
間接的管理しか行っていない．このような管理では，
食品の凍結状態を十分に把握できないため，適切なプ
ロセス管理が行なわれているかどうかは不明である．
そこで筆者らは，マイクロ波共振器を用い , 迅速かつ簡
易に食品の中心温度を予測する計測装置の開発を行
なったので紹介する．

2.　マイクロ波共振器について

金属の壁で囲まれた空洞はマイクロ波領域の共振器
として利用可能であり，空洞共振器とよばれている．
この空洞共振器内に物質を挿入すると共振周波数と透
過波の共振ピーク電圧が摂動を受ける [1]．また，物質
の質量と水分量の違いによって，共振周波数と共振ピー
ク電圧の変化量は変化する．同軸型空洞マイクロ波共
振器は，開放型の場合，開口部がオープンサーキット
となるためマイクロ波の定在波の腹となり，さらに，
マイクロ波の共振モードの腹が共振器の出口と一致せ
ず，出口より外側となる [2]．本研究では，この現象を
利用することにより，共振器に計測対象物を載せるだ
けで共振電圧および周波数の計測が可能となった．

3.　装　置　の　構　成

本計測装置は，マイクロ波送受信部と開放型同軸空
洞マイクロ波共振器（Fig. 1）を同軸ケーブルで接続し，

構成される．計測周波数は 3000 MHzまでの範囲とし，
マイクロ波発信強度を 100 µW，1回の計測時間は 80 

msec.に設定した．

4.　計　測　の　原　理

Table 1で示されるように，水と氷では誘電損失係数
が大きく異なる．すなわち，2450 MHz付近のマイクロ
波は，氷と比較し，水には非常によく吸収される性質
を有する．本計測装置は，このマイクロ波の性質を利
用して，凍結食品の内部に残存する微量な未凍結水分
[3]の含有比率を計測し，これらの結果をもとにして食
品の中心温度を推定する．

Fig. 2は同一質量および同一形状の容器に入れた際の
水および氷のマイクロ波共振データを示している．氷

〒 302-0118　茨城県守谷市立沢 2000

Fax: 0297-48-5170, E-mail: shinji-kouno@mayekawa.co.jp

Fig. 1　開放型同軸空洞マイクロ波共振器

Table 1　2450 MHzにおける誘電損失係数

物質名 εr tanδ

氷（-13℃）

水（25℃）

牛肉（4.5℃）

テフロン

ガラス

0.00028

12.3

12.0

0.0004

0.05
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はマイクロ波の透過性が大きいため共振ピーク電圧が
高く，さらに共振周波数も高い値となった．一方で，
水はマイクロ波の吸収が大きく，透過性が小さくなる
ため，共振ピーク電圧および周波数はともに低い値と
なった．

Fig 2.　水および氷のマイクロ波共振データ

Fig. 4　供試材料の実測温度と予測温度の関係
（a） グラタン（トレイ凍結），（b） 餡かけ（バッグ凍結），（c） うどん（トレイ凍結），（d） グリーンピース（バラ凍結）

水 

氷

Fig. 3　グラタン計測時の様子

（a） （b）

（c） （d）

5.　マイクロ波共振器を用いた温度計測の実施例

まず，供試材料はグラタン，餡かけおよびうどんを
用いた．-30～-45℃に設定したフリーザー内に供試材
料をそれぞれ静置し，凍結過程において経時的に共振
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ピーク電圧，共振ピーク周波数および中心温度を測定
した．共振データを取得する際には，グラタンおよび
うどんはそれぞれ紙製トレイおよびプラスチック製ト
レイに入れ，これにマイクロ波共振器をトレイの底面
部から接触させ（Fig. 3），また餡かけはポリエチレン
バッグに入れて外側から接触させた．なお，測定周波数
は 1000～3000 MHzの範囲とし，実測値としての中心温
度計測には光ファイバー温度計（T/Guard, Neoptix）を
用いた．マイクロ波共振器にて計測した共振ピーク電圧
および周波数を説明変数，また光ファイバー温度計にて
計測した中心温度を目的変数として多変量解析を行い，
検量モデルを作成した．次いで，別に用意した同一種類
の供試材料を凍結し，マイクロ波共振器により共振デー
タを計測し，先に作成した検量モデルを用いて中心温度
予測を行なった．この予測温度と光ファイバー温度計に
て同時に計測した実測温度との比較を Fig. 4（a）～（c）に
示す．これらの結果より，高い精度で中心温度を予測で
きることが明らかとなっただけでなく，さらに直接食品
に触れることなくトレイなどの包装・容器外から計測で
きることが可能となった．
次いで，凍結グリーンピースの温度予測試験を行った．

グリーンピースは流動床式凍結装置にて凍結されること
が多く，その装置の特性上，出庫時の中心温度を計測す
ることは容易ではない．そこで，先の試験と同様に，事
前に検量モデルを作成し，これを用いて中心温度予測を

行なった．実測温度と予測温度の関係を Fig.4（d）に示す．
この結果，バラ凍結食品においても高い精度で温度予測
が可能であることが明らかとなった．

6.　結　　　　論

開放型同軸空洞マイクロ波共振器を利用した本計測
装置の開発により，迅速かつ簡易な凍結食品の中心温
度計測を可能にした．これにより，食品凍結プロセス
において，非破壊にて食品の中心温度予測が可能とな
るばかりでなく，食品の凍結状態を正確に把握し，冷
凍機器の運転制御などにフィードバックするプロセス
管理用ツールの 1つとしての利用が期待できる．

7.　引　用　文　献

 1) S. Nakayama ; Simultaneous measurements of basis weight 

and moisture content of sheet materials by microwave cavity. 

Jpn J. Appl. Phys., 26, 1198 (1987)

 2) S. Nakayama ; Development of microwave caliper for sheet 

materials. Jpn J. Appl. Phys., 31, 1519 (1992)

 3) P. Nesvadba ; Thermal properties and ice crystal devel-

opment in frozen foods, In “Frozen food science and 

Technology” J. A. Evans ed., Blackwell Publishing, 2008, 

pp.5-7. 
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米澱粉のナノスケール加工技術の開発と 
機能性マイクロカプセル化の検討

清水直人

北海道大学　北方生物圏フィールド科学センター

◇◇◇ 解説記事 ◇◇◇

1.　は　じ　め　に

食生活におけるスタイル・内容の変遷に伴う，我が国
の主食用米の需要減少分は，飼料用米等の生産拡大で対
処されている．主食用以外の米には，加工用米，新規需
要米，備蓄米があり，研究対象の穀粉（米粉）は，新規
需要米（以前は需要開発米 [1]とよばれていた）を粉に
したもので，主に和菓子原料として利用されている．そ
の種類には，生の米を粉にした生粉製品と，蒸米や餅な
どにしてから粉にした糊化製品がある（Table 1）．生産
量は，生粉製品が大半を占め，上新粉の割合が高い．
生粉製品は，それぞれの製粉法により，ロール粉，衝
撃粉，胴づき粉に種類わけされる．一方，白玉粉は，
水挽きによる湿式製粉の米粉である [2,3]（Fig. 1）．
「食品素材のナノスケール加工および評価技術の開
発」研究プロジェクトにおいて，食品素材の「構造制御」
と「機能発現」の基礎技術の確立を図るため，融点低下，
溶解性増大，結晶化，物性改良などの研究 [4]が進めら
れ，臼式製粉，ハンマミル，およびジェットミルなど
を用いる米粉の微細加工技術に関する課題が実施され，
乾式製粉でも高品質な米粉製品を加工製造することが
可能になった．
粉の粒子サイズを細かくすることによって固体の比
表面積が大きくなり，これが機能発現のもとになって

いると考えられる．微細化の手段として，超遠心粉砕
機を用いて，米のクライオ微細化の素過程の解明を目
標に，微細化の原理と，微粉砕物の熱的特性を取り纏
めた．米澱粉細胞のサイズ（平均粒子径）は，約 3.0 μ
mであり，このサイズまで米を小さくするためには，
乾式粉砕の場合，粉末粒子に大きな外力を与える機械
的仕組みが必要である．しかしながら，ナノメートル
まで，粒子のサイズを小さくするためには，ジェット
ミル粉砕における衝撃力と比べてさらに 1桁以上大き
な外力を粒子に加えることのできる機構が求められ，
新しい装置開発を進めるのは現実的ではない．ナノメー
トルの粒子の計測と，バイオ分野での微粒子化の知見
を調べていく中で，装置としては，バルブホモジナイ

Fig. 1   乾式・湿式製粉米粉の外観
生粉製品の粒形態は，乾式製粉の米粉では，米澱粉細胞を主と
する組織体の単位で微細化した状態にあるが，湿式製粉の米粉
では，米澱粉翻胞以外の組織が崩壊して澱粉粒が分離した状態
になっている．

略歴
平成 4年 3月 岩手大学農学部卒
平成 6年 3月 同 農学研究科修了
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平成15年 4月 同 講師
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北海道大学大学院農学研究院循環農業システム学研究室
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Table 1   米粉の種類

原料米 名称 粒径

生粉製品 糯米

粳米

白玉粉
モチ粉（求肥粉）

上用粉
上新粉

50μm以下
125μm程度（＊）

75μm以下
75μm以上

糊化製品 糯米

粳米

寒梅粉
味甚粉
上早粉
道明寺粉
上南粉
上南粉

150～250μm

150μm程度
＊＊

180μm以上
180μm以上

＊:モチ粉は 150～180μmが 50%，63～75μmが 50%とする文献もある
＊＊:道明寺粉は糯米を蒸した後に二つ割り，三つ割り程度に粗粉砕したもの
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ザ [5]，平均粒子径が 100 μm，50 μm，数 μmの米粉
の示差操作型熱量計（DSC）による分析などの結果を
受けて，論理的飛躍を認めて頂く必要があるが，加圧
熱水反応場を用いた米澱粉のナノスケール微細化に関
する課題を立案・実施した．これにより米澱粉の平均
粒子径が 150 nm程度の分散液の調製が可能になった．
本稿では，米のクライオ微細化素過程の解析，ナノス
ケール加工技術の開発および噴霧乾燥機を用いた微細
化澱粉の分散液を活用する機能性マイクロカプセル化
の検討について，概要を紹介する．

2.　米のクライオ微細化素過程の解析

ハンマミルで調製された平均粒子径 108.2 μmの玄米
粉を原料にして，超遠心粉砕機を用いてクライオ（超
低温　-196℃）微粉砕を行い，平均粒子径が，約 70 μm

から約 20 μmまでの範囲で，6種の試料を調製した．
超遠心粉砕機粉砕室のロータ回転数　10,000 rpmの条
件で微細化した米粉の粒度分布は，15.7 μmと 69.6 μ
mにピークが認められ，回転数 18,000 rpmまで回転数
を高めた粉砕条件では，粒度分布のピークが 17.2 μm

に収束した．この結果から，粉砕過程においてロータ
回転数を上昇させ，遠心力を高めることにより 80～200 

μmの粒子が，15～30 μmまでサイズダウンできるこ
とが明らかになった [6]（Fig. 2）．
加えて，臼式製粉米粉，ハンマミル粉およびジェッ
トミル粉を室温の超純水に懸濁させて，さらに，糊化
温度付近の 70℃まで加温して，室温と 70℃それぞれの
分散の状態を観察した（Fig. 3（a））．平均粒子径 3 μm

の米粉は，一次粒子サイズで分散していた．平均粒子
径 100 μmの粒子は，室温では構造体が維持されていた．
これを糊化温度付近の 70℃まで加温すると，糊化分散
する様子が観察された．DSCによる糊化過程の分析で
は，米粉におけるアミロペクチン分子と水との相互作
用でエンタルピレベルが決まり，糊化の過程で結晶構
造が非晶質に転移する際に，米の組織構造体（結晶化
度高い）を維持している平均粒子径 100 μmの米粉は，

平均粒子径　3 μmの米粉より多く吸熱するものと考え
られた（Fig. 3（b））．微細化すると結晶構造が破壊され
る．そこで，過酷な条件によって米澱粉の処理を行い，
澱粉結晶構造を崩壊させ，これにより粒子径をナノメー
トルサイズまで小さくすることができないかという考
え方で，加圧熱水を用いた澱粉の処理による粒子分散
調製液の研究を手がけることとした．

3.　加圧熱水反応場を用いた糯米澱粉の 

ナノスケール加工技術の開発

澱粉は自然界に存在する多糖類であり，存在量が多
く，安価であり，その機能性から食品，製紙，薬品担

Fig. 3 米粉の平均粒子径と DSC糊化エンタルピの関係：微粉
末（臼式製粉粉，ハンマミル粉，ジェットミル粉）分級粉末（粗
粉，細粉，微粉）Fig. 2　玄米のクライオ微細化
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体などさまざまな分野で利用されている．加圧熱水は
亜臨界水を用いた反応場であり，温度・圧力を操作す
ることにより水の物性（誘電率，イオン積，拡散係数）
を変化させて，溶質の溶媒への溶解を促すことができ
る．糯米澱粉の濃度，反応場の温度，圧力などの調製
条件が澱粉ナノ粒子の性質（平均粒子径，粒度分布）
に及ぼす影響と，加圧熱水を用いた糯米澱粉の微細化
特性の解析を進めた（Fig. 4）．澱粉粒子の性質として
ゼータ電位 ･ 粒度分布測定装置を用いて平均粒子径と
粒子径分布を測定した．澱粉の平均粒子径は反応場の
設定条件に依存し，濃度が低いほど平均粒子径は小さ
くなり，圧力と温度が大きいほど平均粒子径は小さく
なった．Marshall-Franckの式を用いて求めた水のイ
オン積を指標にして，加圧熱水の反応場の性質を整理
した [7]（Fig. 4（c））．それぞれ分散調製液のζポテン
シャルを測定したところ，-5.4～-1 mVの変動範囲で
あり，分散粒子の凝集が生ずることなく，数ヶ月間，
分散状態を維持安定できたことは幸運であった．濃度
0.1％（w/w）， 初期圧力 3.0 MPa，到達温度 180℃とい
う調製条件において平均粒子径が 150.4 nmとなり，本
実験における最小の平均粒子径を示すことが明らかに
なった．また，100 nm以下における粒子の分布が約
30％あった．実験の操作範囲において温度，圧力およ
び濃度を操作することで平均粒子径を制御し，目的に応
じた平均粒子径の試料を調製できることが明らかになっ
た．大気圧 -100℃で調製した場合においては 100 nm以
下に分布を確認できず，加圧熱水を用いて調製した場合
ではいずれの試料においても 100 nm以下に分布が認め
られた．このことから加圧熱水は平均粒子径 100 nm以
下の小さな粒子を調製する手段として有効であることが
わかった．

Fig. 4　装置概略，及び反応場イオン積と平均粒子径との関係

4.　微細化澱粉の分散液を用いた機能性 

マイクロカプセル化の検討

微細化澱粉溶液の活用法として機能性マイクロカプ
セル化の wall素材の研究を進めている．マイクロカプ
セル化とは，コーティングさせる物質（以下 core）の
周りに比較的安定した物質（以下 wall）でコーティン
グし，core の取り扱いの向上を図る加工技術である
（Fig. 5）．coreと wallの混合用液を噴霧乾燥させてマ
イクロカプセル化することを想定すると，噴霧乾燥さ
せる混合溶液は低粘度で，wall粒子ができるだけ小さ
いことが求められる．濃度 3％（w/w）の糯米由来澱粉
溶液を 100℃まで熱水処理した溶液と，140℃，160℃，
180℃まで加圧熱水処理した溶液を供試した．分散液そ
れぞれの粘度を測定した結果，加圧熱水による澱粉微
細化と共に粘度が大きく減少することが明らかになっ
た．加えて，微細化澱粉溶液を噴霧乾燥処理したところ，
粘度減少と共に溶液の付着や，2流体ノズルの目詰まり
は改善され，均一で細かい粉末の回収に成功した．こ
のことから微細化澱粉溶液は加圧熱水処理により，マ
イクロカプセル化の wall利用にふさわしい素材が調製
されたものと考えられる．次に，ジフルクトース無水
物（以下 DFAs）を coreとして，実際に微細化澱粉溶
液を機能性マイクロカプセル化の wall素材への応用を
試みた．DFAsはイヌリン水溶液の加圧熱水処理によっ
て得られる機能性物質 [8]であるが，DFAs溶液は噴霧
乾燥機のチャンバ内壁に乾燥粒子が付着し，粉末回収
が困難な物質であった．DFAs溶液と 160℃まで加圧熱
水処理した微細化澱粉溶液を core : wall = 1 : 4の比率
で調製混合し，噴霧乾燥によるマイクロカプセル化を
行ったところ，DFAs由来乾燥物のチャンバ内壁への付
着は生ずることなく，粉末が回収できるようになり，
取り扱い性が向上した．澱粉は加圧熱水処理すること
で，マイクロカプセル化の wall素材として活用できる
ことがわかった [9]．

Fig. 5　微細化澱粉分散液の噴霧乾燥
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5.　お　わ　り　に

食品ナノテク研究プロジェクト（2007～2012年）へ
の参画の機会を得て，米を細かくする方法や，微細化
物を評価する手法の研究を行ってきた．プロジェクト
開始当初は，新規需要米という概念の導入直後で，米
粉の原料として使用できる素材は，砕粒（搗精時に割
れてしまった米）くらいしか思い当たらなかった．現
在は，新しい需要を創出する原料として利用ができる
環境が整えられてきている．米粉を原料とする新しい
商品や米穀加工品，さらに，薬品担体の製品の側から
求められる微細化物の機能発現に焦点を当て，各種加
工技術の開発を進め，これまでの成果をさらに発展さ
せる必要があると考えている．
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食糧・食品生産分野における情報通信技術利活用
～アジア農業情報技術会議（AFITA 2016）に参加して～

末原　憲一郎
三重大学 大学院生物資源学研究科 准教授
静岡大学（工・化工）卒，名古屋大学大学院（工・化工/生物
機能工）修了，広島市大（情報科学）助手を経て現職

〒514-8507　三重県津市栗真町屋町 1577

Fax: 059-231-9596, E-mail: suehara@bio.mie-u.ac.jp

アジア農業情報技術会議（AFITA 2016，6月 21

日～24日，韓国順天市）に参加した．世界農業天
然資源コンピュータ会議（WCCA）との合同開催
であった [1]．食料・食品生産に直結する農業分野
における IT/ICT利活用はかなり進んでおり，農
業は世界的に見て情報科学分野における応用例が
先行する分野のひとつであることは，既に本誌
vol.17（4）の本トピックスにて紹介している [2]．
アジア地域においては，1998 年に第一回目の
AFITAが和歌山にて開催され，2年に一回の頻度
で韓国，中国，タイの順で開催されている [3]．ア
ジアに先行して開設されたヨーロッパ農業情報技
術会議（EFITA）のメンバーや前述のWCCAのメ
ンバー，そのほかにも世界各国の研究者や農業経
営者が参加する国際会議である．
「ICT for Future Agriculture」というテーマのも
と，14のセッションとセミナー・フォーラム・ケー
ススタディーが設けられ，ビッグデータを含めた
農業の ICT利活用はもちろんのこと，農業のベー
スとなる農業用水の確保と質の管理，農産物モデ
リング・シミュレーション，農業従事者へのサポー
トシステム，農場への IT/ICT導入施策，ロボッ
ト開発から農業経営者への知識伝達手段（教育・
講習）や電子商取引などのマーケティングに至る
まで，産業としての農業に必要なあらゆる要素が
議題に挙がっていた．今回の会議で全てのセッショ
ンにおいて共通して言えるのは，グローバルフー
ドバリューチェーンを意識した内容となっていた
ことであろう．その布石は，オープニングセレモ
ニーのあとに行われた，アメリカ・フロリダ大学
の Prof. Feduo S. Zazuetaによるキーノートスピー
チに現れていた．「ICT in Agriculture: Technology 

Convergence as a Driver of Innovation」と題して，
ビッグデータを扱うモバイル機器やソーシャル
ネットワーク・クラウドなどを含めたシステムに

ついて，黎明期から現在，そして将来の農業・食
料生産戦略の中で ICTの果たした（将来果たす）
役割についてわかりやすく説明がなされた．この
中で特に印象的だったのは，「利活用も含めてビッ
グデータである」という一言であり，今回の
AFITAを集約した言葉がまさにこれであろう．ま
た，講演の中では IoT（Internet of Things）では
なく IoE（Internet of Everything）という言葉が
用いられていた．IoEは IoTよりもさらに進んだ
概念であり，モノやコンテンツだけでなく人もデー
タも全てをつなぐ概念であるという．
産業界全体では日本版インダストリー 4.0（本誌

vol.17（4）本欄にて紹介 [2]）が動きだし，グロー
バルフードバリューチェーン（本誌 vol.17（3）本
欄にて IoTとともに紹介 [4]）が世界標準となりつ
つある．これらの基盤技術として期待されている
のが，次世代のオミックス研究として注目されて
いる表現型を扱う Phenomicsであり，その重要性
は関連学会である日本食品工学会第 17回年次大会
（2016年 8月 4～5日，東京海洋大学）のシンポジ
ウム「次世代バリューチェーン構築のための課題
と期待される技術シーズ」の中でも取り上げられ
ている [5]．さらに食糧・食品生産分野においては，
Phenomics研究の次を見据えた動き（Foodomics

研究）も増えてきている．この国際会議を通して，
食糧・食品生産と情報科学と社会科学が融合した
研究開発を進めていく必要性を改めて感じた．
 1） http://afita2016.org/, （アクセス日 2016.08.22）

 2） 末原憲一郎，日本食品工学会誌vol. 17（4），A-18 （2016）

 3） 中村典裕，AFITA/WCCA2004の開催，農業情報研究

第 14巻 1号，51-55（2004）

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

 5） http://www.jsfe.jp/academic/activity1.htm, （アクセス

日 2016.08.22）

（本稿は化学工学会バイオ部会の許可を得て，同ニュース
レターNo.43の原稿を一部改定して転載したものである）




