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高粘度ニュートン流体の連続粘度測定を目的とした

ショートパックエクストルージョン法の提案

干野隆芳，川井清司，羽倉義雄*

広島大学大学院生物圏科学研究科

Proposal of Short Back Extrusion Method for Enabling Consecutive 

Viscosity Measurements of High-viscosity Newtonian Fluid 
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Graduate School of Biospher巴Science.Hiroshima University. 1-4-4 Kagamiyama. 
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Translational viscomet巴rs.such as back extrusion devices. are simple because they do not include a rotary 
driv巴.In the back extrusion method. viscosity is obtained from the force-time curve drawn based on the flow of the 
annulus between the plunger and the cup in the concentric cylinder. Aft巴rmeasurem巴nt.it is necessary to wip巴off
any r巴sidualsampl巴 adheringto the plunger. If this wiping is not performed. measurement accuracy d巴creases
Therefore. it is difficult to perform consecutiv巴measurementsof identical sampl巴susing the back extrusion m巴thod
In this paper. we propose an improved back extrusion method. designated the short back extrusion method. in ord巴r
to enable consecutive measurements of high-viscosity samples. Under this proposed method. the plunger is 
lmmers巴dinto the sample prior to measurement. The plunger is th巴npushed slightly to force the sample into the 
upper part of the annulus. and viscosity is obtain巴dfrom the stress-time curve. Using a standard viscosity sampl巴，
we compared the measurement accuracies of the proposed method and th巴back巴xtrusionmethod. The comparison 
showed that the propos巴dmethod was more accurat巴thanthe back extrusion method. In addition. we confirm巴d
that consecutive measurements of high-viscosity N巴wtonianfluids were possible using the proposed short back 
extrusion method. (R巴ceivedAug. 28. 2012 : Accepted Oct. 30. 2012) 

Keywords : viscosity. short back extrusion method. back extrusion method. Newtonian fluid. consecutive measurement 
キーワード・粘度，ショートバックエクストルージョン，バックエクストルージョン 1 ニュ←トン流体，連続測定

食品の物性研究は，分子構造や組織構造を解明するもの

と，機器測定によって力学的性質を明らかにする方法があ

る 力学的物性の測定方法は，固形，液体，半固形の各状

態に合わせて標準的な測定方法が提案されている.

食品の粘度測定を行う場合，試料に回転などのずり変形が

加わるため，構造が破壊され本来の粘度を測定することが

難しく，連続測定すると徐々に粘度が低下するなどの問題

がある そのため，半固形状食品であっても，食品本来の

状態を損なわずに粘度が測定できる方法の提案が求められ

ている.

半固形状の食品は，非ニュートン流体の挙動を示す場合

が多く，流動特性を把握するためには，あるずり速度にお

ける見かけ粘度を求めるだけではなく，連続的にずり速度

を変化させながら粘性定数や流動性指数を求めることが必

要である.しかし固体と液体の性状を併せ持ち，粘度は

比較的高い値を示すので これらの食品の粘度測定は液状

食品と比べて困難である.そのため，ボストウイツクコン

シストメーター11やラインスプレッド法，)といった経験的

測定法が使われることが多いが，得られる値はあくまで代

用特性値であり，計測可能な物理量で表される基礎的な物

性値とはならない.通常の粘度測定装置を用いて半固形状
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粘度測定装置には様々なタイプのものがありト5) 回転型

と並進型に大別される円回転型粘度計の代表的なものに

は，円筒回転型とコーンプレート型粘度計があり，均一で、

流動性の高い試料の測定に適しているが，半固形状食品の

測定には適していない.B型粘度計は，試料中で円筒型あ

るいは円板型のローターを回転させ得られた粘性トルクか

ら粘度を求めるものであるが，ローターの周辺だけ構造が

破壊され，本来の粘度より低く計測される場合がある.

コーンプレート型粘度計では プランジャーとプレートに

非常に狭い間隔で試料を挟み込み，連続的な回転による変

形が与えられるために，半固形状食品の測定には適してい
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ない

並進型粘度計は，回転駆動部がなく装置が簡易であるこ

とが特徴である.このタイプの粘度計には平板型と円筒型

があり，共軸二重円筒を利用したパックエクストルージョ

ン法(以下 BE法)引がよく知られている目 BE法は，相対

粘度計であったベネトロピスコメータ _8)を参考にして

Morgan71 らが粘度測定法として提案したものである.

ニュートン流体の試料を充填した試験管に円筒のプラン

ジャーを押し込んだ際のプランジャーに加わる応力と時間

の関係乞環状路で上部に向かつて流れる試料の流動とし

て数学的に解析している.その後，環状路での非ニュート

ン流動のシミュレーションの結果91から. Steffeら101は指

数則流体やハーシェルバルクレイ流体について実験を行

い. BE Y去による解析方法を明らかにしている削~中また，

数学的解法の詳細を検討した報告ωやプランジャーの底部

を円錐型にしたものと振動法との比較の報告もなされてい

るlでまた BE法では，血襲タンパク牒濁液の加熱変化の

解析にも活用できたことから 15) 円筒型のプランジャーで

はなく，円板型のプランジャーを使い単純に上部へ押し出

すときの強度を求める方法で¥タンパク質山引やでん粉聞

のゲル化や固体食品削の相対‘粘度を表す方法も研究されて

いるが，これらの方法は，基本的な物理量である粘度を求

める方法ではない

共軸二重円筒を利用した他の方法として，非回転二重円

筒法制~辺1 (以下 NRCC法)も知られている. NRCC法で

は，予めカップ。に入った試料の中にプランジャーを沈めて

おき，その位置から微小距離だけプランジャーを移動させ，

得られた応力一時間曲線からプランジャーを移動させる瞬

間の応力を計算し粘度と弾性率を求めている.試料は

カップにほぼ満量充填されており，環状路での試料の流動

を行うのではなく，ごくわずかな時間だけ試料に変形を与

えて，得られた応力から，粘性寄与成分と弾性寄与成分を

分解して粘度と弾性率を求める方法である.この方法で

は，試料の粘度が高くなると，ずり応力の変化が大きくな

り，粘性寄与成分に加えて弾性寄与成分が大きくなり，見

かけの粘度を求めることが難しくなる.

共軸二重円筒を利用した粘度測定方法は，試料に与える

変形程度が少ない方法であると考えられるが，連続的な測

定を行う場合. BE法では試料の付着による正確度の低下

が懸念される NRCC法の場合では，プランジャーを移動

させる瞬間の応力を求めるため，試料が高粘度になると見

かけの粘度を求めることが難しくなる.

そこで本研究では.NRCC Y去と同様にあらかじめ試料に

プランジャーを沈めておき，その位置から. BE法と同様

に環状部で定常な流動が得られるだけのわずかな流動を与

えて得られた応力の時間変化曲線から連続的に粘度を求め

る方法(ショートノfックエクストルージョン法，以下 SBE

法)を考案した.

BE法は良く知られた方法であるが，その測定値の正確

度について詳細に報告されたことはない.本論文では，ま

ず¥低粘度から高粘度のニュートン流体の標準物質を用い，

BE法と SBEY去による粘度測定結果から正確度を比較す

ることで SBE法の有用性を評価することを目的とした

実験方法

1.試料

実験試料として. 4種類の標準試料を用いた.低粘度試

料には，グリセロール[粘度1.48Pa . S23; 密度 1260kg/m3

(20
0

C) ] (和光純薬工業株式会社，試薬一級)を使用した

中高粘度試料には標準粘度液A[粘度 4.91Pa's. 密度 972

kg/m3(25
0

C ) ] (Brookfield Engineering Laboratories. INC.) • 

標準粘度液 B [粘度 12.28Pa's. 密度 973kgl m3 (25
0

C) ] 

(Brookfield Engineering Laboratories. INC.).標準粘度液

C [粘度 102.4Pa's.密度 1000kg/m3 (25
0

C) ] (Brookfield 

Engineering Laboratories. INC.) をイ吏用した.

2. 実験装置

株式会社サン科学製レオメータ CR-3000EX-S(試料台速

度 0.5~1200 mm/min. 距離分解能 O.Olmm. 測定荷重±

20N. 荷重分解能lO-'N. 最大データ取込間隔 2000

points/sec) を使用した.この装置は，試料台のステージ

が上下し，プランジャーを取り付けたロードセルで応力を

計測する構造である

このレオメータの試料台のステージに恒温水が循環で、き

るステンレス製円筒型カップ(内径 50.04mm. 深さ 66.60

mm)を固定し.4種類のアクリル製円柱型プランジャー(長

さ61.6mm) を用いて各種の測定を行ったカップの半径

に対するプランジャーの半径比をプランジャー比 K と定義

し • K =0.9 (外径45.03mm). K=0.8 (外径40.04mm). K 

=0.7 (外径 35.01mm). K=0.5 (外径 25.03mm)の4条件

で、測定を行った.測定温度は，循環水の温度を調節するこ

とにより，測定中の試料の実温がグリセロールで 20士O.

3t. 標準粘度液で 25t土0.3tになるように制御した.

測定は試料の入ったカップが押し上げられ，プラン

ジャーを取り付けたロードセルで応力を計測する これ

は，試料から見た場合に，プランジャーが押し込まれる場

合と同様の動きをするため，本研究では『プランジャーを

押し込む』と表現した

BE法ではプランジャー比κが大きくなり，かっプラン

ジャー底部とカップ底面との距離 Lbが短くなると，プラ

ンジャーとカップの聞の環状部に試料が流れ込もうとする

前に，プランジャー底面とカップ底面の瞬間的な反発力が

加わるため，応力が大きくなり誤差が生じること(エンド

エフェクト)が知られている川山21 そこで予備実験を行い，

押し込み後のプランジャー底部とカップ底面までの距離が

常にlOmm以上であれば，ピーク値近傍の応力変化が直

線性を示し，エンドエフェクトを受けないことを確認した
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Fv=Fs+Fp 

。 。

(d)付着物除去および試料の再充填(c)測定前位置への復帰

BE法における測定手順とプランジャーの状態

実験手順および解析方法

パックエクストルージョン (BE)法を用いた標準試

料の粘度測定

(1)通常測定の手順

内半径 R。のカップに試料を入れ所定の温度に保持した

(図 1(a)) その後，外半径Rのプランジャーを一定速度

Vpで、下方に OB(浸漬距離 L1を約 41.6mmに設定)だけ押

し込み，その位置で応力が収束するまで一定時開放置した

(図 1(b))，プランジャーを元の位置に戻し，試料がカッ

プとプランジャーに付着している場合には，付着した試料

を丁寧に取り除いた(図 1(c))，このとき，試料の減量分

を注ぎ足し，元の状態に戻した(図 1(d))，一連の測定を

行った後，プランジャーの移動速度を変更し次の測定を

行った

(2)連続測定の手順

連続測定では，図 1(C)の状態から付着した試料を取り

除かず，そのまま次の測定を行った.一連の測定を行った

後，プランジャーの移動速度を変更し次の測定を行った

図 1

そこで本研究では，カップ底面とプランジャー底面までの

距離 Lbを15mmとして，プランジャー押し込み後のカッ

プ底面までの距離が 10mm以上となるように設定した

3. 評価方法

各測定法の正確度を比較するために，プランジャーの浸

漬距離が約 41.6mmになるように各プランジャー比に合

わせて試料の量と移動距離を調整したまた，ずり速度dy

/dtが同じ条件になるように各プランジャー比 K に合わせ

てプランジャー移動速度 Vpを計算し低ずり速度から徐々

に高ずり速度に変化させながら，6~8 区分で各 3 回測定を

行った目

また，各測定法によって得られた粘度 μiと既知の粘度

値百をもとに，式(1)の二乗平均平方根誤差 (RootMean

Square Error) (以下 RMSE)を計算し，各測定法聞の正確

度の比較を行った

RMSE= )
 

1
1ム(
 

一μ
一2

一一

Tμ

』-士n
Z何

1
一

n
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Fv=F，+Fp 

(b)測定後(a)測定前

。。

(c)測定前位置への復帰 (d)所定の測定間隔後の状態

σw lnK+α1 (FCb ¥ 

μ一万一三両-¥-Y:;)
dt 

ショートパックエクストルージョン

いた標準試料の粘度測定

(1)測定手順

内半径 R。のカップに試料を入れ，外半径九のプラン

ジャーを初期浸漬距離Lo=41.6mmとなるように沈め，所

定の温度に保持した(図 2(a))目プランジャーを一定速度

Vpで、下方にLlL(OB)だけ押し込み，その位置で応力が収

束するまで一定時開放置した(図 2(b)). プランジャーを

元の位置に戻すと，図 2(c)のように試料がカップとプラ

ンジャーに付着していたが，その量は微量であった 液面

が落ち着くまで 60~120 秒の測定間隔を空け，次の測定を

行った.

(2)解析方法

SBE法の場合，初期浸漬距離 Loの位置からできるだけ

少ない移動距離LlL(プランジャー移動距離 L2)で， BE法

と同様に環状路に定常な流動を与える必要がある.試料が

粘性流体の場合，このときの応力 Fvの変化は，式 (8)で

表されるヂ

(7) 

SBE法における測定手順とプランジャーの状態

(3)解析方法

プランジャー比κを式 (2)で表し，式 (3)のMorganの

装置定数則的を各測定法における粘度の算出に用いた.

図 2

(SBE)法を用2. 
(2) 

(4) 

プランジャー壁面のずり速度 dy/dtはMorganらの方

法7) ~こ従って式 (5) で表すことができる凶

ん一

L
仇
一
同一一州

wσ
 

そこで，粘度 μは式 (7) で求めることができる.

また，プランジャー壁面のずり応力 σwはMorganらの

方法7)~こ従って式 (6) で表すことができる

(3) 

(5) 

(6) 

Ri 
K= Ro 

l-K2 

α
1 1王F

浮力を修正した応力 Fcbは，式 (4)により求めた

FCb=FT一ρgLπRi2

d γ α1 (Vp ¥ 

dt lnK+α1 ¥R;/ 
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表 1BE法と SBE法の計算方法の比較

項目 記号 BE 法 SBE 法

Shear rate 
【iy

α1 ぽ) α~al(去)dt lnK+α1 lnK十α1

Shear stress σw 21αrR11 i1 FLc1bI 1 27αrRl1iILOF十cbL2l1 

Viscosity μ 
l町村1(自

lnK十
αliILOF+cb L2l / 27rVρ 27rVρ 

Fu=-2m竺ー[Lo+vpt/(lーが)]lnK十α1

つ7r1l刷
=--l-[Lo+L2] 

lnK十α1

浮力を修正した応力 FCbは，プランジャーを予め沈めた

位置では Oに修正されており，その位置からさらにプラン

ジャーを侵入させて加えられる浮力を除けばよく，式 (9)

により求めた.

Fcb=FT ρgL27rR/ 

このとき，ずり速度 dy/dtは式 (5) と同じである ま

た，プランジャー壁面に加わるずり応力は式 (10)から求

めることカ宝できる

α1 ( FCb ¥ σニ一一一一 l ω 27rR， ¥Lo十L2J

粘度 μは，式 (11)から求めることができる

)
 

ハU
1
よ(
 

σw lnK十α1( FCb ¥ 
=一=一 (一一一I (11) 

dy 2πり ¥Lo+L2J

dt 

BE法と SBE法について，ずり速度と粘度の関係を整理

して表 1に示した

実験結果および考察

1. BE法を用いた標準試料の粘度測定

(1)通常測定により求められる粘度

測定結果の一例として，標準粘度液Bを用い， BE法に

より得られた応力時間曲線を図 3に示した このときの

プランジャー比は K=0.8， プランジャーの浸漬距離は L1

=42.1mm，プランジャー移動速度は Vp= 1.67 X 1Q-3m/s 

であった.この図から，プランジャーが停止する直前の最

大応力 FT=1.974[N]と停止後一定時開放置した後の応力

FTe=0.501 [NJを読み取った この値と，式 (2)~(7) を

イ吏って，ずり速度 dy/dt=5.04[1/s]，ずり応力 σw=60.833

[PaJ，粘度 μ=12.077 [Pa' sJの測定値を得た なおニュー

トン流体の場合， FTeはプランジャーに加わる浮力 Fbとほ

ぼ同じ値になる.

4種類のプランジャー (κ=0.9， K=0.8， K=0.7， K=0.5) 

を用いて，ずり速度を変えながら，各試料(グリセロール，

標準粘度液A.B. C)の粘度を測定した一例として， κ=

~2.5 
Z 

5 2十一一一一一五 FT 。
』

1.5 

1 
FTe 

0.5 

0 
0 20 25 30 

Time [sJ 
5 10 15 

図 3BE法による標準粘度液B(12.28 Pa . S)の応力の

時間変化曲線

(K=O.8. Ll=41.6mm. vp=1.67XlQ-3
m/s) 

(8) 

(9) 

0.8の測定結果を図 4に示す.標準試料の粘度を実線で示

し実際の測定結果を各プロットにより示した

低粘度のグリセロールでは，誤差がやや目立つが，中高

粘度の標準粘度液A.B. Cの試料では，ほほ良好な正確度

を示した.

各試料(グリセロール，標準粘度液A.B. C)について，

測定結果から得られた粘度 μzと既知の粘度値 Uをもとに，

式(1)の二乗平均平方根誤差 (RootMean Square Error) 

(以下 RMSE)を計算し試料ごとの平均値と 4種類のプ

ランジャー (κ=0.9. κ=0.8. Kニ 0.7，κ=0.5)ごとの平

均値を表に示した(表 2)

グリセロール(1.48Pa' s)のような低粘度標準試料では，

いずれのプランジャー比においても RMSEが 0.1以上と

なり正確度が劣っていること分かる.これは. Morganら

の実験結果で¥標準粘度液0.54Pa'Sでは，ずり速度 50以

下では，良い正確度が得られなかったという報告と同様の

傾向を示すものであった門標準粘度液A(4.91Pa-s)では

Kが0.7以上で RMSEが 0.05以下となり，良好な正確度で

粘度を求めることができたさらに，標準粘度液 B(12.28 

Pa's)では，いずれのプランジャー比においても良好な正

確度で粘度を求めることができた.標準粘度液 C (102.4 

Pa's) では • K が 0.7 と 0.8 で良好な正確度であったが• K 

が 0.5および 0.9では，あまり良い正確度で粘度を求める

ことはできなかった.

また，各プランジャー比での RMSEを比較したところ，

中粘度範囲では κ=0.8，高粘度範囲では κ=0.7が比較的

正確度の良いものであった

低粘度領域で、正確度が劣っていた理由として，式 (7)と

式伶)の(会)項で測定される応力 Fcb7J"低いことが原

因である 低粘度領域での測定では，本研究で使用した

カップとプランジャーよりさらに大きなものを使用する必

要があると考えられた

高粘度領域で Kが 0.9および0.5で正確度が劣ってい

た理由は，個々のデータのばらつきが考えられる 特に，
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図 4 BE法による粘度測定結果

(K=0.8， Lt=41.6mm) 

一 (glycerol)，グリセロールの1.48Pa's基準線:0，グリセロールの粘度測定結果

一 (A)，標準粘度液Aの4.91Pa's基準線;ム，標準粘度液Aの粘度測定結果.

一 (B)，標準粘度液Bの12目28Pa's基準線，口標準粘度液Bの粘度測定結果.

ー (C)，標準粘度液Cの102.4Pa's基準線:<>，標準粘度液Cの粘度測定結果

表 2 BE法によるサンプル粘度およびプランジャー比における RMSE

Glycerol Viscosity Standard A Viscosity Standard B Visc?~~t! S:and~rd C A 
(1.48Pa 'S) (4.91Pa's) (12.28Pa's) (l02.4Pa's) f¥.V巴rag巴

κ=0.9 0.305 0.048 0.037 0.125 0.129 

κ=0.8 0.142 0.040 0.030 0.053 0.066 

K=0.7 0.166 0.047 0.021 0.046 0.070 

K=0.5 0.205 0.136 0.045 0.105 0.123 

Average 0.205 0.068 0.033 0.082 

Kが 0.9の場合，環状路が狭くなっているため試料の流動

が均一に起こらなかった可能性がある.一方， κが 0.5の

場合には，環状路が広くなって応力が下がり，十分な分解

能が得られなかったことが原因であると考えられる.

(2)連続測定によって求められる粘度

前項(1)の通常測定を用いた BE法は，清浄なプラン

ジャーを試料に押し込んで、，カップとプランジャーの間の

環状部分の試料の上部への流動に伴う応力から粘度を求め

る方法である しかし同一試料を複数回測定する場合で

は，測定ごとにプランジャーを元の位置に戻し，カップと

プランジャーに付着した試料を丁寧に取り除き，さらに，

試料の減量分を注ぎ足す必要がある.これらの作業は，測

定手順が煩雑になると共に，試料の拭き取りの程度により，

測定値が変化する原因にもなる.そこで，測定後の試料の

拭き取り操作を省略することにより，測定結果がどの程度

影響を受けるかを明らかにするため，連続測定を試みた

図5には結果の一例として，標準粘度液Bを用いてプラ

ンジャー比 κ=0.8で測定した通常測定と連続測定の結果

を示した連続測定では， 1回の測定終了後， 90秒間測定

間隔を空け，次の測定を行った標準粘度液 B (12.28Pa' 

s)の基準値を実線で示し，プランジャーとカップを一回ご

20 

• RMSE=0.138 

o RMSE=0.030 

' • g • • • • • 
@ 8 

。 @ 
8 

10 。 2 4 6 8 10 12 
dy/dt [1/8J 

図 5 BE法による連続粘度測定と毎回清掃後の粘度測定の

結果比較

(標準粘度液B:12.28Pa's， K=0.8， Ltニ 41.6mm)

e，連続測定:0，毎回清掃後調~定標準粘度液 B の 12.28

Pa's基準線

とに清掃した通常測定の実験データを0，プランジャーと

カップを清掃せず連続的に測定したデータを.で示した

通常測定では，基準値に近い測定値が得られているが，連

続測定では，初回の測定を除いでほぼ基準値よりも高く

なっている 特に低ずり速度の範囲では誤差が大きい.低

ずり速度では，プランジャーの移動速度が遅いために，プ



の正確度に粘度依存性があることを示している.一方，

BE法を用いた連続測定では試料がカップとプラン

ジャーに付着した状態で測定を行うため，測定誤差が大き

くなり，連続測定には不向きであることが明らかとなった

そこで，予め試料中にプランジャーを沈めておき，その

状態から僅かにプランジャーを押し込む方法により連続測

定を可能にする新たな測定法 (SBE法)を検討した本研

究で提案する SBE法は，試料を入れたカップにプラン

ジャーを定めた浸漬距離だけ沈め，その位置からプラン

ジャーをさらに押し込み，その際に得られる応力の時間変

化曲線から粘度を測定する方法である.プランジャーと

カップの聞の環状部には既に試料が満たされているので，

プランジャーの移動距離が短くても，定常な流動を起こす

ことができ，同時にプランジャーの移動距離が短ければ，

プランジャーとカッフ。への試料の付着量も少なく，測定誤

差をできるだけ低く抑えて，連続測定ができるのではない

かと考えた.

SBE法による粘度測定の一例として，標準粘度液Bを

試料として用いた際の応力一時間曲線を図 6に示した.こ

のときのプランジャーよヒは K=0.8，プランジャーの浸i責E巨

離は Lo=41.6mm，LlL=lmm，プランジャー移動速度は

vp=1.67X 1Q-3m/sであった.この図から，プランジャー

が停止する直前の最大応力 FT = 1.599 [N]と停止後一定時

開放置した後の応力 FTe = 0.035 [N] を読み取った.さら

に，この値と，式 (2)~ (3)， (5)， (9) ~ (11) を用いて，

ずり速度 dy/dt=5.05日/slずり応力 σw=61.47[Pal粘

度 μ=12.169 [Pa' sJの測定値を得た.ニュートン流体の

場合， FTeはプランジャーに加わる浮力 Fbとほぼ同じ値に

なる.なお SBE法は BE法に比べて，移動距離が短いた

め，浮力 Fbの値が小さい
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ランジャーに付着した試料が大きな抵抗になると考えられ

る.

したがって， BE法では試料が高粘度になるほど，付着

した試料の影響が大きくなり，測定誤差も大きくなると考

えられる.これは， BE法で、連続測定を行った場合，試料

の粘度で，測定誤差が異なることを表しており，連続測定

の困難さを示す結果とも言える.

2. SBE法を用いた標準試料の粘度測定

(1) SBE法による粘度の連続測定

BE法を用いた通常測定では，低粘度試料の粘度に対し

ては，良好な正確度が得られなかったが，中高粘度試料で

はκが 0.7と0.8で良好な正確度が得られた. BE法を用い

た低粘度試料の測定では，プランジャーに加わる応力が低

いと良好な正確度が出ないためである また，高粘度試料

では，プランジャー比が大きくなる(環状路が狭くなる)

と試料が均一に流れにくくなり，反対に，プランジャー比

が小さくなる(環状路が広くなる)と，応力が低くなり，

測定値がぱらつく傾向を示した これらの結果は， BE法

z2.5-
~ 

II 2キ... 
o 

旬1.5汎--FT 

HI 

0.5 J I 

0ふJ 問。
可

O

]

I
〆竹内

J

「日

一
hm

(
5
1
 

η
L
 

日本食品科学工学会誌

20 5 

106 

15 

図 6 SBE法による標準粘度液B(12.28 Pa . S)の応力

の時間変化曲線

(K=0.8， Lo=41.6mm， L1Lニ 1mm，vp=1.67XlO-3m/s) 
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図 7 SBE法による各ずり速度における粘度測定の結果

(K=0.8， Lo=41.6mm， L1L=1mm) 

一 (glycerol)，グリセロールの1.48Pa'S基準線;O.グリセロールの粘度測定結果.

一 (A)，標準粘度i夜Aの4.91Pa's基準線，ム，標準粘度液Aの粘度測定結果

(B)，標準粘度液Bの12.28Pa's基準線;日標準粘度液Bの粘度測定結果

(C)，標準粘度液Cの102.4Pa's基準線;0，標準粘度液Cの粘度測定結果
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SBE法では環状部で定常流動を起こすことが重要で¥高

粘度試料ではその距離が不十分だと良好な正確度が得られ

ない.そこで，プランジャーの移動距離L1Lの適正範囲を

検討した試料には，標準粘度液 C (102.4Pa's) を用い，

プランジャー比κ=0.8，初期浸漬距離 Lo=41.6mmでずり

速度 dy/dt=0.4~4.0 の範囲とし，移動距離L1L=0.3 ， 0.5， 

0.7， 1.0， 1.5 [mmJで変化させて粘度測定を行った その

結果， RMSE 値は 0.049~0.069 の範囲に収まり，特に， 0.5 

~1.5mm の範囲では，測定値が安定していたため，本研究

では移動距離L1Lを1mmに設定することにした.

実験では， 4種類のプランジャー (K=O目9， K=O目8， Kニ

0.7，κ=0.5)を使って，ずり速度を変えながら各試料(グ

リセロール，標準粘度液A.B， C)の粘度を測定した 一

例として， κ=0.8の測定結果を図 7に示す標準試料の

粘度を実線で表し実際の測定結果を各プロットで示した

低粘度のグリセロールでは，わずかな誤差があったが，

中高粘度の標準粘度液A.B， Cでは，ほほ良好な正確度が

得られた

各試料(グリセロール，標準粘度液A.B， C)について，

測定結果から得られた粘度 μ1と既知の粘度値日をもとに，

式(1)から RMSEを計算し試料ごとの平均値と 4種類

のプランジャー (κ=0.9， K=0.8， K=0.7， κ=0.5) ごと

の平均値を表に示した(表3)

グリセロールのような低粘度標準試料の粘度測定では，

BE法に比べて正確度の大きな向上が認められたが， κが

0.7以上では RMSEが 0.1前後で良い正確度にはならな

かった. BE法の場合と同様に，測定される Fcdi直が低い

ために良い正確度が得られないものと考えられる.

標準粘度液 A (4.91Pa's)，標準粘度液B (12.28Pa-s)， 

標準粘度液C(102.4 Pa' S)では，いずれのプランジャー比

においても良好な正確度で粘度を求めることができた

BE法では，プランジャーの試料への押し込みにより液

面が約 41.6mm上昇するが， SBE法では， L1Lが 1mmで

あるので，液面上昇は 1.3~5.3mm である.そのために，

BE法と比較して応力が低く Fcb値の正確度が落ちるので

はないかと懸念されたが，測定結果への影響はほとんどな

かったまた，連続測定による試料の付着による測定誤差

も極めて少なく，良好な正確度が得られていた

SBE 法では，図 2の (a)のように，試料が流動する環状

路が予め設定されているために，プランジャーの移動距離

が短くても定常流動が容易に得られると考えられる.ま

た，移動距離が短いため連続測定中の高粘度試料の付着も

少なく，測定のための適切な時間間隔を取れば初期の液面

状態に戻すことができるため，測定誤差も少なくなると考

えられる

結 = 
広司

並進型粘度測定法は，試料に対するずり変形が少なく回

転駆動部を必要としないため，簡易な装置で測定できる方

法である. BE法は，同軸二重円筒を使用しその環状部

に試料の定常な流動を起こし プランジャーに加わる応力

の時間変化曲線から粘度を解析する代表的な並進型粘度測

定方法である. しかし高粘度の試料を測定する場合，カッ

プとプランジャーへの試料の付着から応力に誤差が生じ

る.このため， BE法を用いた連続測定は難しく，一般的

な粘度測定法として普及していない. しかしこれまでの

研究で，環状路における流速分布のシミュレーション9)か

ら，非ニュートン流体の指数則流体11)ハーシェルバルクレ

イ流体ωなどの流動解析も可能な方法であることが示され

ており，簡易の測定法としては非常に有用な方法であると

考えられている.

本研究で提案した SBE法は， BE法の有用性を生かし，

連続測定を可能にした粘度測定法である，同軸二重円筒を

使用し，試料を入れたカップに円筒型プランジャーを沈め

ておき，その位置から僅かにプランジャーを押し込んで環

状路に定常な流れを与えて プランジャーに加わる応力の

時間変化曲線から，粘度を解析する方法である.この方法

では， BE法とは異なり，試料のセッテイング後のプラン

ジャーの移動距離が非常に短く，連続測定も可能で、さらに

正確度も良いことが明らかとなった本研究の試料として

ニュートン流体の標準粘度液を使用したが，今後，非ニュー

トン流体を対象にした解析方法についても検討をする予定

である

SBE 法では，プランジャーの移動距離が短く試料の変形

程度が小さいので，自重でも壊れてしまうようなゲル化し

た半固形状食品であっても，本来の構造を損なうことなく

測定できる可能性がある.また，高粘度試料では，プラン

ジャー比κを小さくしても十分な応力が得られるため，環

表 3 SBE法によるサンプル粘度およびプランジャー比における RMSE

Glycerol Viscosity Standard A Viscosity Standard B Visc~~~t! S:and~rd C A 
(1.48Pa's) (4.91Pa's) (12.28 Pa 's) (102.4Pa's) fl.verage 

K=0.9 0.114 0.046 0.036 0.049 0.061 

Kニ 0.8 0.100 0.033 0.020 0.022 0.044 

K=0.7 0.096 0.011 0.020 0.010 0.034 

K=0.5 0.029 0.038 0.041 0.042 0.038 

Averag巴 0.085 0.032 0.029 0.031 
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状路を拡げることができ，固形物を含んだような食品につ

いても物性を測定できる可能性がある.

要約

並進型の粘度測定法は，回転駆動部がなく装置が簡易で

あることが特徴である パックエクストルージョン法は同

軸の二重円筒を使用する方法で，カップとプランジャーの

聞の環状部の流動から得られる応力時間曲線から粘度を解

析する方法である.しかし試料が高粘度になると，カッ

プやプランジャーに付着した試料によって正確度が低下

し連続測定ができない欠点があった そこで，粘度を連

続的に測定できる方法として，あらかじめプランジャーを

試料の中に沈めておき，その状態から，さらにわずかな距

離だけ押し込んで起こる環状部の上部への流動から得られ

る応力の時間変化曲線から粘度を求める方法(ショート

ノfックエクストルージョン法:SBE) を検討した

測定試料に既知の粘度標準物質および標準粘度液を使用

して低粘度，中粘度，高粘度試料を用いて，ずり速度を変

化させながら，粘度測定を行い， BE法と SBE法の正確度

を比較した. SBE法は連続測定であるにもかかわらず，

BE法と比較して，正確度は良好で、あった SBE法では，

試料が流動する環状路が予め設定されているために，プラ

ンジャーの移動距離が短いにも拘らず定常流動が容易に得

られ，適切な時間間隔を取れば測定中の高粘度試料の付着

も少なく連続測定が可能であった

使用記号

AO : level of fluid measured from the fluid surface to O. m 

F b : buoyant force， N 

F cb : force corrected for buoyancy， N 

F p : force acting on plunger bottom， N 

F s : shear force acting on plunger wall， N 

F T : maximum forc巴justbefore the plung巴ris stopped， N 

F Te : recorded force after the plunger is stopped， N 

F v : force applied to the plunger， N 

g : acceleration due to gravity， m' c2 

Lo : initial dipped distance of plunger in SBE method， m 

Ll : distance traveled by plunger in BE method (AO + 

OB)，m 

L2 : distance traveled by plunger in SBE method (AO 

+OB)，m 

Lb : distance between plunger's bottom and cup bottom， 

ロ1

o : initiallevel of fluid when the plunger has not been 

forced down in the sample， m 

OB : distance moved by plunger， m 

Ri : radius of plunger (= K Ro )， m 

Ro・ radiusof cup， m 

vp 

α1 

α2・

dy/dt目

LlL: 

velocity of the plunger， m' S-1 

Morgan's geometric constant， dimensionless 

Suzukis geometric constant. dimensionless 

shear rate， S-1 

moved distance of plunger in SBE method (OB)， m 

sh巴arstress at the plunger wall， Pa 

ratio of Ri to Ro (= R/Ro)， dimensionless 

viscosity， Pa' s 

measured viscosity， Pa' s 

known viscosity， Pa' s 

sample density， kg'm-3 

σW '  

K 

11. 

t
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fす 録

式 (7) について

参考文献 7)で Morganは粘度を以下の式で求めている.

μ=上向ln(+)(l+判
2π ¥vpLr

U 

¥kハ lnkJ

本研究では， FpcをFcbと表しこれを整理して式 (7)の

ように表した.

内 lnK+α1(Fco ¥ 
μ ('T W) (7) 

dy 2πUρ ¥L1 J 

dt 

式 (8) について

参考文献 22)で鈴木は定数仰を使って，粘性寄与成分

の応力 Fvを以下の式で表している.

I+K2 

α
2 =  (1 +K2)lnK+(1-K2

) 

Fv=-2πI.1.Vpα2[Lo+ωt/(lーが)]

本研究では，これを定数αlで整理し，式 (8)のように表

した

つ押μu
Fv= 一一一~UÞ [Lo十vpt/(1-K2

)]
lnK+α1P 

2竺恒仁[Lo+L2] 
lnK十α1

(8) 
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