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超音波霧化分離法を用いた低沸点有機化合

物の高濃度化と不揮発成分の濃縮

清酒醸造から派生した「霧造りj技術は，化学工学分野における分離・濃縮プロセスの新技術としてさま

ざまな分野で実用化された稀有な例である。前回は新規な酒類の製造方法として解説いただいたが，今回は

この装置の詳細な解説と多くの実用例について解説をお願いした。

はじめに

超音波霧化分離法 )-ωを利用した高濃度・純米清酒

が初めて発売されて， 13年が経過した。その間，

NEDO事業などによってバイオエタノールの精製装

置として開発を継続し，その分離効率は飛躍的に高ま

ってきた。平成 18年の酒税法改正によって，清酒の

アルコール濃度は 22容量%を超えではならないとさ

れたため，上述の清酒は販売が中断されたものの，酒

類以外の実用化例が実現し論文数も世界的に増加し

普及の速度が高まっている。

本項では，酒類を起点として開発が開始され，あた

らしい溶液分離方法として確立しつつある超音波霧化

分離法について，その実用面に力点を置き概説した。

超音波霧化分離法について

1 )開発の経緯

本装置は，バイオエタノールの精製装置として発案

した。後述するように潜在的に高効率であるとはいえ

この方法を実用化するに当たり，いきなり損益分岐点

が年間生産量 1万トンと言われるエタノール生産にお

いて，そのスケールから実現を開始することはできな

いと考えた。そこで，付加価値の高い酒類生産から開

始するべく清酒の濃縮を行い，まずこの高濃度清酒の

実用化から着手した。「霧造り生J4)として発売が開

始されたこの試みは，当初新商品ながら確固たる売上

高を実現したものの，酒税法改正とともに下火となっ
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た。しかしながら，清酒の処理において判明した分離

現象は，その後の超音波霧化分離法の用途拡大に極め

て大きな役割を果たした。ちなみに本誌 2003年に掲

載いただいた小文 4)は，本技術における初めての実用

化を概説したものとなった。

第 l表は清酒中の代表的分析項目が，この方法によ

ってどのように推移するかを定性的に示したものであ

る。非加熱的な手法であるにもかかわらず，常温常圧

下で蒸留法とほとんど同じ機能を果たしていることが

わかる。理学的な分離機構は全く異なり分子問中日互作

用の影響で例外もあるが，要約していえば分子量の小

さな化合物ほど霧化側に移行している。本方法は，こ

の性質を利用しているわけであり，表題とした低沸点

有機化合物の高濃度化と不揮発成分の濃縮は，超音波

霧化分離法の二つの大きな機能を示している。

2)装置構成

第 l図は超音波霧化分離j去の代表的な構成例を示し

ている。これ以外にも派生的にいくつかの構成がある

第 1表清酒中の代表成分の変化

代表成分 霧化側 a 処理後原酒 b

エタノール 増加 低下

エキス分 著しく低下 増加

酸度 著しく低下 増加

アミノ酸度 著しく低下 増加

高級アルコール類 増加 低下

エステル類 増加 低下

a発生してきたミストを凝縮した区分，図 1中4

bミスト発生後残った原酒区分，図 l中3

Concentration of Volatile and Nonvolatile Compounds Using Separation through Atomization 

Kazuo MATSUURA (Nanomisttechnologies CO. Ltd.) 
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が，基本は第 l図である。回分処理でも連続処理でも

いずれでもよい。理解を簡単にするためにいま原液タ

ンク lに清酒を仕込んだ、とする。すると，低i弗点製品

タンク 4にアルコール類やエステル類が回収される。

ミストとして出てくる順番に分画していけば，低分子

量の化合物から順に分取が進行する。一方，処理液タ

ンク 3には糖類，アミノ酸類，有機酸類がミスト中に

含まれにくいためにこれらが濃縮したものが得られる。

これらのことを基本的に非加熱でかつ常圧下で実現す

ることができる。もちろん被処理液の温度を高めるこ

と霧化槽内のヘッドスペース圧力を低下させること

は，高い霧化速度を得るためには有効である。

3)超音波霧化分離法のメリット

メリットを示す前に，まずできないことから述べる。

本方法は，霧化分離法であるから溶液が霧化すること

が前提としてある。したがって，高粘性もしくは高張

力を示す流体には適用できないことが多い。近年高粘

性領域でも 500cP程度であれば，霧化する手法も開

発されているが，いわゆる穀物穆は固体成分の存在が

霧化の妨げとなるため，一旦フィルタープレスなどで

固液分離することが望ましい。

以下，本方法のメリットを列挙する。

(1)省エネルギー 多くの場合ランニングエネルギー

が熱的な方法と比較して低下する場合が多い。

(2)起動停止の俊敏さ 電気的に超音波の発生と停止，

必要であればその出力を制御できるため，センサ

ー情報を霧化ユニットにフィードパックすればき

めの細かい省エネルギー運転や，操業停止時など

の待機運転などが容易に実現できる。

(3)拡張性の容易さ 膜分離においては，膜モジ、ユー

ルを追加していくことにより処理液量を拡張する

ことができる。これと同様に，霧化ユニットない

し霧化槽を順次拡張することによって，処理量を

容易に拡張可能である。

(4) メンテナンスの容易さ 熱的な方法にしばしば見

られるように，装置が高温かつ一体(作業領域が

すべて同一空間に収納されている)である場合，

メンテナンスのために装置は全体が停止せざるを

得ない。一方膜分離法と同様，装置内の流れをパ

ラレルに構成しておけば，モジュールごとに配管

操作によってメンテナンスが可能となり，全体が

停止することがない。

(5)非加熱 安全を担保する上でも，また酒類や液状

食品の加工においても風味変性を起こしにくい。

ただしミスト表面積が極めて広大になっている

ため酸化しやすくなっており，酸化を防ぐ必要が

ある場合には配慮が必要で、ある。

(6)分離困難であったものの分離 熱的な方法では共

i弗点の存在など，分離困難であった溶液の分離が

可能になる場合がある。少なくとも共沸点が遷移

することにより，分離を推進することが可能にな

ることがある。エタノール水溶液や 1-，2-プロパ

ノール水溶液などは共沸点が高濃度側に遷移し，

モレキュラーシーブとの組み合わせで、 99wt.%以

9 上の高濃度精製も可能になっている 9)。

第 1図 超音波霧化分離法の代表的なフロー図

1・原液タンク， 2:超音波振動子， 3:処理液タンク，

4:低沸点製品タンク， 5:キャリアガス， 6:サイク

ロン， 7 ファン， 8:コンデンサー， 9:キャリアガ

ス循環

第 108巻 第 5 号

超音波霧化分離法における分離機構

これまでに確立されてきた溶液の分離装置は，物質

のもつ物理・化学的な性質のうち，分子・粒子の大き

さ(膜分離，遠心分離，電気泳動)，蒸気圧の差(蒸

留・蒸発操作)，溶解度の差(再結晶・品析，抽出)，

密度差・溶解度の差(セトラー)，親和性の差(クロ

マト)などを工業的に利用することによって成立して

いる。霧化分離法は，実はどの分離装置の分類にも属
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していなし、，独自の分離機構で動作していることがわ

かってきている。

我々が主幹事を務めて取り組んだNEDO実用化開

発プロジェクト(平成 16，17年)以降近畿大学理学

部矢野教授(当時立命館)や独立行政法人産業技術総

合研究所の脇坂グループ長，同志社大学理工学部土屋

教授との共同研究により，以下のことが判明した。主

としてエタノール水溶液を研究対象として得られた知

見であるが，一般化可能であると考えている。

X線小角散乱法 8)とSMPS法 13)による知見

・エタノール水溶液を超音波霧化して得られるミスト

には粒径分布が存在し，主として二群あり相対的に大

きいものはマイクロメートル領域であり，小さいもの

はナノメートル領域である。これらの知見は，放射光

施設 (SPring8)やSMPS法を用いて行われた。

-粒径分布別に構成成分に着目した場合，小粒径群は

エタノールリッチであり，大粒径群は水リッチである 0

・この粒径分布は，溶液の温度に強く影響を受け，低

温であるほど小粒径群の占有率が高まる。同時に分離

結果(現象面)とも合致する。

質量分析計による知見 7)

-溶液を真空チャンパー内で微粒化し生成したミス

ト(この場合クラスター)を質量分析計で観察すると

低質量クラスターは相対的にエタノールリッチであり，

高質量クラスターは水リッチになる。

-粒径測定の場合と同様に，溶液の温度を低下させる

と低質量クラスターの存在比率が増し，エタノール分

子の存在比が増す。

高速カメラと周波数分析による知見 12)

-液体表面がキャピラリー状・ひも状に凹凸を形成す

る。このひもの先端ないしは中間部にかけて液体が断

裂することによって， ミストが生成している。

-この液体断裂には周期性規則性があり，超音波エネ

ルギーのパケット化・量子化が生じている。

以上の知見を統合し筆者らは String'smodelと呼

ぶ定量モデルを構築するに至った。

定性的に説明すれば，溶液が微粒化される過程で粒

径分布が生じ，大粒径群と小粒径群に構成成分の差が

生じる。この粒径を飾い分けることによって，濃度勾

配が顕在化し分離が推進される，というものである。

またこのように微細なミストを介した分離であると

いうことが明らかになったことから，次のことが証明
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された。すなわち，液体を沸騰させて蒸発潜熱を投入

して気化させる必要がなく， ミストのまま，つまり分

子間相互作用を全て断ち切ることなく濃度を変化させ

ることができるということは，ナノ領域(分離濃縮の

ドメイン)のミスト中に残存している分子間力の数だ

け分離に必要なエネルギーを節約することができる，

ということが理論的に示されたわけである。

これらの成果は極めて新規なものであり，理学的な

領域，特に溶液化学の研究成果としても重要視され始

めている。 液体と気体の中間状態 (M巴sostate) を介

する分離プロセスなのである。上述のように，このよ

うな溶液の粒径分布とその濃度勾配を分離装置として

適用した工業用装置はこれまで世界的にも存在せず，

新しい工学的な手法として食品だけではなく，化学，

石油化学，様々な分野の廃水処理などで急速に認知度

が高まっている。

またマイクロバブル，ナノバブルのアナロジーとし

ての霧化分離ないしはナノミストテクノロジーの進展

は，前出の土屋ら，名古屋大学の二井らまた著者らに

よって Nano dispersion engineeringという新しい学

際領域を生みつつある。

実用機の実際

実際の装置の構成を}11lJ:に説明を加えた。

1)超音波振動子

超音波振動子は世界的にも標準化が進んで、おり，わ

が国をはじめ，アメリカ， ドイツ，台湾などで量産さ

れており，メーカー数も多い。チタン酸ジルコン酸鉛

(PZT)というセラミックを分極することによって振

動子が生産される。このままでは表面構造がポーラス

なため，液体が浸透してしまい発信が継続できないの

で，表面を SUS，エポキシ樹脂，テフロン樹脂など

でコーティングすることによってこの浸透を止める

(写真 1)。接液部で、あるこれらの被膜の材質を，対象

溶液ごとに適切に選択することによって実用に耐えう

るように設定する。振動数としては1.6MHzおよび

2目4MHzの二種が標準的に使用されており，海外では

1.0MHzの周波数も一部生産されている。振動子はそ

の固有振動数は材質が同じであれば振動子厚さに依存

するため，振動数が高くなる場合には振動子厚さが必

然的に薄くなり，このことによって寿命が低下する。

一般的な使用方法であれば1.6MHzが l万時間後に

醸協 (2013)



a C 

。
写真 1 超音波振動子

a:エポキシコーテイング表面. b: 1.6MHz裏面，

c : SUS316処理表面. d: 2.4MHz裏面

10 ~ 30%の性能低下(霧化量の低下) を起こす。

2.4MHzで 5.000時間後に 30%の性能低下を目安とす

る。このため一定時間ごとに振動子を交換する必要が

ある。

一方 RoHS指令に基づき，世界的に鉛材料の使用が

制限される方向にシフ トしてゆく 。現在は特例摘置と

して認められているが，鉛不使用の振動子材料も開発

されており，圧電特性も従来よ り高効率なものも 出現

している。近い将来，これら振動子の改良によって霧

化効率の向上が期待できる。なお鉛は焼結によりセラ

ミック化 (金属酸化物化) しているために溶液側への

溶出はない上に，表面を コーティ ングによって溶液と

隔離している。

2) 霧化ユニット

加湿器としての使用法以外に液体の分離装置として

の利用が当初想定されていなかったため，産業化する

にあたって独自の設計思想に基づいた霧化ユニッ トの

製造から始める必要があった。当社では写真 2のよう

な霧化ユニッ トを量産化しており ，メンテナンス性

(上述の振動子交換).対薬品性，作業性・施工性を向

上させた。

3)霧化槽

霧化槽とは， ミス ト発生の主体であり写真2の霧化

ユニットを収納し被処理液を連続的に導入しながら

ミストと非ミスト区分 (溶液の残り)を分離していく

第 108巻第 5号

ための装置である。この霧化槽の構造が決定的に装置

の性能を左右し，装置全体の要所となっている。基本

材質は. SUS. mピ，耐熱性塩ピ. FRPであり，対

象溶液や予算に町、じて適切に選定する。

酸や強電解質の場合には，振動子表面の保護，スケ

ールの付着を考慮せねばならない。またスケールアッ

プを可能にするために，メンテナンス性を担保しなが

ら積層化できる構造とする。写真 3は積層化の一例で

あり，手前方向にフランジ音1)がありここが関口部とな

り，霧化ユニッ トのメンテナンスを可能とする。

霧化槽が超音波霧化分離装置において最も複雑な構

造を持っており ，被処理液の導入，その霧化，被処理

液の排出，キャ リアガスの導入， ミスト同伴と その後

の排出， 超音波霧化ユニッ トへの電力の供給と監視，

これらのことを同時並行して具現化させる必要がある。

4)分級部

上述のように生成したミス トの粒径分布とその成分

濃度の隔たりを分離推進機構としているため，粒径に

写真 2 霧化ユニット

写真3 積層化された霧化槽
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応じてミス卜を分級する必要がある。我々の特許 14)

から与の分級装置の表現を引用すると，パンチンク被，

シェブロン板，ワイアーメッシユデミスター，サイク

ロン，フィルターなどである。写真4はサイクロンを

示している。

5)ファン

送風機はよほどのことがない限り，静圧で 6kPaま

ででよい。装置の全体設計は圧力損失との戦いとなり，

選定するファン静圧とその他の機器の圧力損失の合計

を比較して前者がやや大きくなるようにすることが当

然ながら装置設計の要点の一つである。ファンを置く

位置は霧化槽から見て下流側に位置させることが望ま

しく，その理由は霧化槽内を多少なりともj威圧領域で

運転できるからであり，かつ霧化槽内の複雑な気体の

流れを制御しやすいという利点がある。

6) ミス卜回収部

ミスト回収部の構造は対象溶液に応じて適切に選定

せねばならない。ミス ト化される対象物質が水を境と

して，より蒸気圧の高いものは冷却と組み合わせなけ

写真4 サイクロン
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ればならない。一方水と比較して蒸気圧の低い不揮発

な成分は，冷却の必要が低くなる。

冷却回収と聞くと途端に高コス トであるというイメ

ージが強いようである。確かに冷却が不要で、あるに越

したことはないが，圧力を操作してミスト回収するこ

とと比較するとまだ省コストであると考えている。装

置全体を通してこのミスト回収が最も技術的に困難で

あるともいえる。我々が報告してきた様々な ミス ト回

収方法のうち，冷却が最も確実で、簡単であると考えて

いる。冷却コンデンサーに使用する冷却水は当然冷凍

機で調整される。この冷凍機ないしはヒートポンプの

高機能化が進展しており，性能係数 COP(1単位の

電力量で何倍の熱移動を実現できるかという指数，冷

却能力 [kWh]/電気使用量 [kWh])で3が標準化

しており，高性能なものになれば 5，また温度差が小

さくターボタイプでかつインバーター制御のものを選

定すればCOP20以上を達成できる。つまり，冷却に

必要な熱量の 1120の電気使用量ですむのである。

また理論的にも蒸気の凝縮と比較してミストの凝縮

には凝縮潜熱相当の熱量は不要で、ある。我々はこれを

ミスト乗数効果と呼んで、いるが， ミス トはすなわち既

に分子の集団であるから凝縮過程で必要な熱量は凝縮

潜熱の数分の lで良いことがすでに分かつている。

以上のようにこの冷却によるミスト回収過程では，

二つの効果が期待できる。一つが，冷凍サイクルの

COPであり， もう一つがミスト乗数効果 15)である。

冷却回収に必要なランニングエネルギーはすなわち，

冷凍機の COPとミスト乗数効果の積で示される効率を

享受できるわけである。写真5は凝縮器の一例である。

超音波霧化分離法の実用例

清酒を技術開発の起点と した超音波霧化分離法は，

広い適用領域を有している。第 2図は本技術の普及ロ

ードマップを示したものである。横軸は対象物質の処

理スケールであり，縦軸は対象液の危険度を示してい

る。第三象限は，規模が比較的小さく消防法で定める

ところの危険物でないものを取り扱う領域である。試

験室規模の実験では石油類の分離も実証されている 10)

ものの， 実際に工業化するとなると危険が伴う。した

がって，実用化の順番は第三象限が最初であるべきで

あり，清酒の処理は実際にここに位置づけられる。こ

こから始ま って，多少規模の大きな領域であり危険度

醸協 (2013)



部 i 石油化学・石油精製 l 

-一一一議l一年持 i :--t--- ------.---.-----. バイオヱタノール ;

病院溶剤回収 i I 
i 無機酸・アルカリの再生

バイオ分野における :一 ー守 !. ..1-

盤 盤圭 ; ji 
主i 低j弗点化合物の精製

j香料・精油精製 ; 搬 I j 

十--------一一一十-------一規模i一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一ι-大
ミ 自 由 レ 3豊再 : I 

一割准血飲料・湾類加干 I !監也豊

中 」宍ノ酸一一
不凍液の脱水

!ラボ用試験機 E 車盗遺産品

第2図 霧化分離j去の普及ロードマップ

写真 6 酒類の加工(高濃度化)

-酒類の濃縮料理酒などの製造

写真5 ミスト捕集用凝縮器 -酒類の高濃度化差別化 無添加非加熱の高濃度酒な

の低い廃水処理等への適用がその次である。一方で，

危険物でありながらも消防法で示される指定数量以下

の対象液を取扱う場合には小規模の処理装置でよく，

温度の上限値などでインターロックをかければ装置の

監視も比較的容易である。これら安全な領域で技術を

昇ー華していき，十分な知見を得たのちに第一象限に取

り組むべきであると考えている。

最後に，適用分野別に実用化が進行している対象物

を列挙する。

第 108巻 第 5号

どである。写真 6は株式会社本家松浦酒造場で販売さ

れている 「大麻霧のしずく Jであり，非加熱で製造さ

れ生のまま 7年以上熟成された熟成酒である。呈味成

分を微量含むために一般的な蒸留酒の熟成とはかけ離

れた熟成の進行が見られる。

-香料の精製 すだち精油は， 実際に抽出精製されて

販売されている。

-温泉水の濃縮 写真 7の装置が使用されている

・だしたれ類の濃縮

-病院で使用される溶剤類のリサイクル
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写真 7 温泉水濃縮装置

-廃水処理における滅容化 容量を減少させることに

よる産廃処理費用の大幅な低減

-不凍液の濃縮・リサイクル 写真 8の装置が使用さ

れている

これら以外にも，多数の検討進行中の事例が存在し

ており ，弊社内で小規模から実証規模の試験運転が可

能である。
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