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穀物遠赤外線乾燥機の実用機開発及び生産現場での性能評価*

日高靖之*l・久保田興太郎*2↑・市川友彦*2・柏寄 勝*3・小篠玲二*4• 

土門正幸*5・造賀和成*6.伊藤正人*7・大沼信彦*8

要 t:::. 
閏

本報では，市販の循環式乾燥機に遠赤外線放射体を組み込んだ穀物遠赤外線乾燥機の実用機を開発し，

籾・小麦の乾燥試験を行った。また，乾燥した穀物の品質試験と運転中の騒音測定も行った。開発した遠

赤外線乾燥機は，同じ張込量の熱風乾燥機と比して，除水率[灯油]は籾で 10%，小麦で 8%，除水率[電

気]は籾で 40%，小麦で 24%の低減効果があった。胴割れ率の増加は 2%以下で問題なく，さらに 1.0

%w.b./h以上の乾燥速度においても胴割れ率の増加が少ない傾向であった。発芽試験の結果，籾，小麦と

もに遠赤外線放射による発芽障害は認められなかった。食味官能試験の結果，遠赤外線で乾燥した米は

総合評価が上がる傾向を示した。また，開発機は送風量の設定を低くできることと，放射体内で燃焼が行

われるためパーナの燃焼音が低減されることにより 乾燥中の騒音が熱風乾燥機に比して 3dB(A)低減

した。また，実用化した穀物遠赤外線乾燥機は市場においても省エネルギーであることを確認した。

[キーワード]遠赤外線乾燥機，省エネルギー，騒音，品質，食味官能試!検

Development of Commercial Type of Far-infrared Grain Dryer 

and Its Performance on Farms* 

Yasuyuki HIDAKAべKotaroKUBOT A叫 t，Tomohiko ICHIKA W A *2， Masaru KASHIW AZAKI*3， 

Reiji KOJYO判， Masayuki DOMON叫.KazuJ;lari ZOUKAぺMasatoITOH*1， Nobuhiko OHNUMA *8 

Abstract 

In this paper， we develop a commercial far-infrared (FIR) dryer that has been modified from a 

recirculating batch dryer currently available on the J apanese market. We investigated the performance of 

FIR dryers using paddy and wheat and checked the quality of dried grain. We also measured the sound 

pressure-level generated while drying. The FIR dryer enabled reducing kerosene consumption by 10 % 

(rice) . 8 % (wheat) and electricity consumption by 40 % (rice) ， 24 % (wheat) compared with the same 
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capacity recirculating batch dryer. The kerosene was burned in the FIR radiation body， and we could 

reduce the air flow rate， so combustion noise was low， The germination rate of rice dried by the FIR did 

not decrease. The increase in cracking rate of rice was 2 % or less. Furthermore， also at the drying rate 

more than 1.0 %w.b./h， the increase in cracking rate was few. Rice dried by FIR had greater viscosity， and 

palatability was good. We also confirmed that commercialized FIR dryers were economical and energy-

saving on farms in J apan. 

[Keywords] far-infrar巴ddryer， energy reduction， sound-pressure level. quality， palatability 

I 緒言

筆者らは，循環式乾燥機を改良した遠赤外線乾燥機の

開発(久保田ら， 20l3)において，簡易な灯油パーナ加

熱方式の放射体による遠赤外線乾燥機の穀物乾燥におけ

る有効性を確認した。遠赤外線乾燥機における最適な設

定条件については，乾燥機の型式にもよるが，送風量を

低減し，穀物循環量を増加させる設定が乾燥機の性能の

向上につながることをつきとめた。あわせて，遠赤外線

乾燥機の実用化に際し，乾燥機内における放射体の設置

位置について製造コストや取扱性等の観点から検討し

実用機の開発には熱風路内設置型と集穀室内設置型が適

していることを確認した。

本報では，実用化を視野に入れ，最も普及している張

込量 3~5t 規模で各社市販の循環式乾燥機(以下，ベー

ス機という)に，遠赤外線放射体を取り付けた遠赤外線

乾燥機を開発し，籾・小麦の乾燥試験を行い乾燥機とし

ての性能を調査するとともに 乾燥機稼働中の騒音につ

いての測定も行った。また 乾燥された穀物の品質試験

についても調査した。

最後に，実用化した穀物遠赤外線乾燥機の生産現場に

おける性能について調査した。

11 試作機を用いた穀物遠赤外線乾燥機の開発経緯

筆者らは，循環式乾燥機を改良した穀物遠赤外線乾燥

機の開発に当たり，循環式乾燥機内の穀物循環経路中に

灯油パーナ加熱方式の遠赤外線放射体を挿入した試作機

を製作してきた(久保田ら， 2013)。製作した試作機のう

ち，実用化の可能性が確認された型式は，次の 2型式 a)

熱風炉内設置型， b)集穀室内設置型(図 1)で，いずれ

も放射体が高温の状態で挿入されるため，穀物の品質と

エネルギー効率の観点から 元々の循環式乾燥機の送風

量と穀物循環量の設定を変更する必要が出てきた。

そこで，試作機の送風量と穀物循環量についてそれぞ

れ，対照機(試作機のベースとなった循環式熱風乾燥機)

に対して何%増減させれば，品質を損なわず性能が向

上するかを探るために，試作機の条件を変え，対日号、機と

の籾乾燥比較試験を行った。その結果を表 1に示す。な

お，本報では乾燥機の性能を表現するのに，灯油 1kgあ

たり除水した量，すなわち除水率[灯油]を(1)式，およ

び電力量 1kWh当り除水した量，すなわち除水率[電気]

を (2)式により定義し機械の性能評価の基準とした。

除水率[灯油](kg/kg) 

乾燥前質量(kg)一乾燥後質量(kg)
消費灯油量(kg)

¥
1
1
ノ

ーE
よ(
 

除水率[電気](kg/kWh) 

乾燥前質量(kg)一乾燥後質量(kg)

消費電力量(kWh)

熱風路内設置型では，放射体周りの空気の流れにより

放射体表面温度の低下が著しいため，送風量を対照機よ

りも 20%減少させた設定で対照機に対する除水率[灯

油]と除水率[電気]が向上した。穀物循環量について

は，対照機に対し 70%増加させることにより，重胴割れ

率の増加を抑えることができた。このため，熱風路内設

置型は，適正な送風量と穀物循環量の設定が必要で、ある

ことが示唆された。

集穀室内設置型では，送風量は対照機に対し 27%お

よび36%に減少させ，穀物循環量は，傾斜板での熱損失

を軽減させるため，傾斜板上に穀物を連続供給するよう

に穀物循環量を 200%増加するよう設定した。その結

果，送風量一36%の時に熱風乾燥機に対する除水率[灯

油]と除水率[電気]が向上した。ちなみに，この型式

では試験条件下における重胴割れの増加率は 0%であ

り，乾燥速度1.33%w.b./hでも重胴割れ率の増加は確認

されなかっTこ。

全般的に遠赤外線乾燥機は従来の熱風乾燥機に比し

て，送風量を下げ，穀物循環量を上げる設定が乾燥効率

を向上させると判明した。

しかしながら，放射体設置位置の選択は各社の商品化

戦略の一部であり，必ずしも最適な組み合わせで実用機

を製作するとは限らない。そのため，実用機開発に当

たっては，各社のベース機に対して最適な送風量と穀物

循環量の設定が必要で、あることが確認された。

(2) 

111 開発機の概要と試験方法

1. 実用型穀物遠赤外線乾燥機の概要

開発機と放射体の外観及び仕様を表2に示す。久保田

ら (20l3)の設計方針に準じ，各社のベース機に適応す

るよう開発を行った。以下に開発機の概要を示す。

熱風路設置型は 3機種で， A機と C機は穀層数が2層

であり， φ260mmの主放射管と φ100mmの副放射管

からなる縦 U字形の放射体を備える。送風量はベース
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a)熱風路内設置型

a) Drying chamber set type 
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b)集穀室内設置型

b) Space ofbetween rotary valve 

and under auger set type 

図 l 穀物遠赤外乾燥機試作機の概要

Fig. 1 Schematic diagram of prototype far-infrared dryer 

表 l 遠赤外線乾燥機試作機における設定条件と効率

Table 1 Prototype far-infrared dryer condition and 
drying efficiency 

遠赤外線乾燥機

熱風路内設置型 tた穀室内設置型

設定条件

送風泣
% -20 -20 -20 -27 -36 -36 増減率1)

穀物循環母
% 。70 70 200 200 200 増減率2)

除水率[灯油]
% 108 101 105 104 101 101 遠赤/熱風比

性除水率[電気]
% 128 105 105 120 121 122 

能
遠赤/熱風比

乾燥速度 %w.b.lh 0.73 0.70 0.86 0.64 0.69 l.33 

質
重胴割れ率

% 10.5 0.5 l.5 0.0 0.0 0.0 の増加

1)対照機 (熱風乾燥機) に対する送風量の増減率

2)対照機 (熱風乾燥機)に対する穀物循環歪の増減率

機に対し-30--35%，同様に穀物循環量は+30%に設

定した。 B機は穀層数が4層であるため熱風路の空間が

狭くなり，放射管の径が制限される。そこで有効放射面

積を広げるために主放射管の上下に副放射管を配置した

形とした。送風量は放射体表面温度により送風量を制御

するようにした。穀物循環量はベース機の+100%に設

定した。

集穀室内設置型は 2機種である。 D機は穀層が 8層

で，集穀室内には φ260mmの主放射管のみが挿入され

ており，副放射管は機体後面の空気取り入れ口に解放さ

れ，熱風路に排気熱を送る構造とした。主放射管は放射

体の均一加熱及び挨付着防止のために，加熱中に主放射

管が回転する機構を採用した。また， D機はベース機に

比して，送風量で-20%，穀物循環量で+100%の設定

にした。 E機は穀層が4層であり ，集穀室内にゆ 260mm

の主放射管とゆ 100mm副放射管からなる横 U字形の放

射体を挿入した。副放射管は機体前面の空気口に引き込

み，排気熱を熱風路内に送る構造とした。また，ベース

機に比して，送風量で-20%，穀物循環量で+30%の設

定とした。この他，集穀室内設置型は穀物収容量の増加

にともない，傾斜板からの熱損失が大きくなることが予

備試験で判明したため(生研機構，1996)，傾斜板に断熱

材を取り付けた(金子ら， 1995)。

各社の最大張込量は 3800-5300kg (籾 560kg/m3)で，

放射体の表面積は1.51-3.60m2とした。



型式

本機外観

放射体外観

断面図

本機寸
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表面積

放射体 母材

塗 事ヰ

最大張込量1)

バーナ

燃料

送風機(吸引)

所要動力2)

送風量

増減率3)

最適設
穀物循環

定条件
量増減率

4) 

2.試験方法

(1) 乾燥試験

日高・久保田・市川・柏寄・小篠・土門・造賀・伊藤・大沼
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表 2 実用遠赤外線乾燥機の仕様

Table 2 Specifications of commercial type far-infrared dryers 

熱風路内設置型 集穀室内設置型

町1IT

m2 1.976 3.604 2.134 1.622 1.509 

SUS304 

シリコン樹脂系塗料(8-600)

kg 4500 4000 5300 5000 3800 

ガンタイプ

JIS1号灯油

斜流式 軸流式 斜流式 斜流式 軸流式

kW 1.66 2.73 1.94 1.99 1.90 

与も -30 制御 -35 -20 -20 

早也 +30 +100 +30 +100 +30 

1)籾 560は1m'
2)最大同時使用電力

3)ベース機の送風量に対する増減率

319 ( 43 ) 

4)ベース機の穀物循環量に対する増減率

乾燥試験は 1996年から 1998年の 3年間にわたり，北

海道，山形県，群馬県，埼玉県，広島県，熊本県のカン

トリーエレベータや個人農家等で合計 118回実施した。

この 3年間の試験期間中には，遠赤外線乾燥機用の制御

方法の検討や乾燥機の若干の改良を行ったため，試験結

果については機械の最終仕様が決まった 1998年の籾小

麦乾燥試験の 35回分(籾 16回，小麦 19回)のデータの

みを取りまとめて評価した。なお， 1998年は実験的に 4

回の高速乾燥試験 (1%w.b./h以上)も実施した。ただ

し高速乾燥試験区は胴割れ率との関係を調査するため



320 ( 44 ) 農業機械学会誌第 75巻第 5号 (2013)

19.5 

19.0 

18.5 

18.0 

2毛E175 

時 17.0

話16.5

16.0 

15.5 

15.0 

0.6 

0.5 

.<:: 
¥、

.D 

可コ

"$. 
~ 0.4 
盈耳
慣
望盟
諸t

0.3 

0.2 

。 2 468  

乾燥時間 (h)

a)乾燥曲線

a) drying cぽ ve

10 12 

15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 

含水率 (9Mb.)

b)乾燥速度曲線

b) drying rate curve 

図 2 代表的な乾燥曲線の一例(籾)

Fig. 2 An example of typical drying curve (ric巴)

の試験であり，通常使用とは異なるため，乾燥性能評価

の際にはこの試験区のデータを除外した。

乾燥試験は，開発した遠赤外線乾燥機とそのベース機

となった同じ張込み量の熱風乾燥機を並置し，同じ雰囲

気の下で=比較試験を行った。試料は，籾性状に起因した

乾燥状態の差を生じさせないため，同ーの圃場から収穫

した試料を均一に混合し両乾燥機に均等に張込んだ(久

保田ら. 2013)。

試験に供した小麦の品種は，農林 61号，キタカミ，チ

クゴイズミ，チホク，バンドウワセを用いた。籾はヒノ

ヒカリ，コシヒカリ，あきたこまち，はえぬき，キヌヒカ

リ，月の光，あきろまん，朝の光であった。乾燥初期水分

の範囲は小麦で 13.9~33.6 %w.b.. 籾で 17.6~27.3%w.b. 

であった。乾燥終了時水分として，小麦は 12.5%w.b..

籾は 15.0%w.bと設定した。

乾燥時間，灯油消費量，電力消費量等を測定し乾燥

速度，乾燥に要したエネルギー 除水率[灯油J.除水率

[電気]等を求めた(久保田ら. 2013)。供試した 5つの

機種全てを同一環境，同一試料で試験することが困難で

あること，各社の最大張込量が異なること，さらに各社

市販の熱風乾燥機を対照機とした比較試験であることを

考慮し，試験結果については遠赤外線乾燥機と対照機そ

れぞれの全型式の平均値で評価を行った。なお，除水量

については，乾燥前後における試料の質量差を求め，乾

燥試験中に排気ダクトおよび集塵ダクトより排出された

粉塵量を減じて算出した。

(2) 品質試験

品質試験には. 1996年から 1998年の 3年間にわた り

実施した 118回の乾燥試験 (高速乾燥試験区を含む)で

乾燥した試料を全て用いた。

籾と小麦については発芽試験，また籾については胴割

れ率の測定と食味官能試験を実施し，遠赤外線乾燥機と

対照機で乾燥した籾小麦の品質比較を行った。測定項目

は以下のとおりである。

a. 胴割れ率測定乾燥前後の籾を 1000粒手剥きし，玄

米透視器 (静岡製機(株)製 DC-50)を用い，目視により

胴割れの判定を行った。乾燥後の試料は乾燥終了後 48

時間以上経過したものを用いた。また，試料の立毛中胴

割れの影響を除くため，平型静置式乾燥機で常温通風乾

燥した籾を標準試料として用い 胴割れ率の増加分を計

算した (久保田ら.2013)。

b.発芽率農産物検査法上流通する籾小麦の発芽率は

籾で 90%. 小麦で 80%以上が必要で、ある。特に籾の場

合は発芽率と食味に高い相関がある(山下.1990)。その

ため，乾燥した籾の発芽率を農林水産省主要農産物種子

制度の測定法により調査した。すなわち，整粒 100粒を

0.5%過酸化水素水に 30分浸漬し，休眠打破と種子消毒

を行なった。 90mmシャーレにj慮、紙を敷き，オートク

レーブで滅菌した後， 浸漬した穀粒を 50粒ずつ並べ，恒

温器 (籾 25t.小麦 20t)で2週間に渡り発芽した粒を

計数し発芽率を求め.4回の測定結果の平均値を示した。

c 食味官能試験遠赤外線乾燥機で乾燥した米の食味

官能試験を実施した。熱風乾燥した米を基準米とし，外

観，香り，味，粘り，硬さ，総合の項目毎に7段階の相

対評価で実施した。なお，試験は (財)日本穀物検定協会

に依頼した。

d. 糊化特性試験米の粘弾性の理化学分析としてアミ

ログラフ (Brabender製)を使用し，最高粘度，最低粘

度，糊化開始温度等を測定した。試料は，遠赤乾燥機お

よび熱風乾燥機の乾燥試験で採取した籾を用いた。試料

の調整は，イ ンベラ籾摺機 (FCIK-MS5.大竹製作所製)

で籾摺後，試験用精米機 (VT-32T.山本製作所製)で揚

精歩留 90%に 精米しブ ラベンダ ーテストミル

(Quadrumat J r. Mill. Brabender製)で 50GG(メッシユ

サイズ 357μm)の布飾を使用して粉砕した。粉砕粉は

布簡の手前に回収した粉すなわち A粉を使用した。

測定は，無水換算で 40gの粉砕粉に 450mlの水を加え，

30
0

C -1.5
0

C /分上昇-90t (10分保持)-1.5t /分下
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表 3 乾燥試験の条件と結果

Table 3 Results and conditions of paddy and wheat dying tests 

籾 小麦

遠赤 熱風 遠赤 熱風

乾燥前 %w.b 
21.7 21.7 21.8 21.8 

試 穀物水分
(17.6-27.5) (17.6-27.3) (13.9-33.6) (14.1-33.6) 

14.8 14.9 12.4 12.3 
乾燥後 %w.b 

(14.2-15.5) (14.2-15.6) (11.0-15.0) (11.0-14.9) 

穀物温度 。C 30.5 28.8 33.8 33.0 
験

熱風温度 。C 48.4 43.4 52.8 52.7 

排気温度 。C 29.4 27.6 32.0 31.1 

平均 。c 288 334 

条放射体表面温度 最品 。c 415 468 

排熱 。C 416 427 

雰囲気
温度 。C 20.3 (15.6-27.8) 22.3 (18.7-272) 

件 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
湿度 q也R.H 79.9 (52.9-92.5) 71.3 (40.9-91.0) 

穀物風量比 m3/s.t 0.36 0.51 0.27 0.34 

乾燥速度 %w.b./h 
0.75 0.74 0.78 0.81 

試 <0.24> <0.23> <0.26> <0.28> 

灯油消費量 kg 
26.3 28.3 40.7 43.1 

<11.6> く12.1> <25.9> <26.6> 

消費電力量 kWh 
17.9 24.6 24.0 28.6 

<6.59> <10.4> <14.9> <17.4> 

験 乾燥エネルギ
4.94 5.59 4.84 5.22 

MJ/kg.H，O 
<1.08> <1.26> <0.93> <1.05> 

一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一一一一一一一一一~..._--- 一一一一一一ー一一一園山一一-一一一一一一'・一一一
遠赤/熱風比 早也

8.74 
除水率[灯油] kg-H，O/kg 

88.4 92.7 

9.92 8.95 9.46 

<1.93> <2.11> <1.42> <1.46> 
結 遠赤/熱風比 % 百「 一 r---.------.---~~~

除水率[電気] kg-H，O/kWh 
<5.32> 

15.6 1
 

1
 

1
 

16.4 13.3 

遠赤/熱風比 % 124 

<5.41> <5.07> <5.16> 

140 

果 33.9 41.2 

熱風路設置裂 35.8

集穀室設置型 46.2

放射エネルギ割合 % 熱風路設置型 30.5

集穀室設置型 42.0

. ( )内の数値は最ノlイ直から最大値

・< >内の数値は標準偏差

-乾燥エネルギは，灯油使用量と消費電力量から全エネルギ[MJJ;を求め除水量で除した値

降-30
0

Cの温度サイクルで、行った(牧野ら， 2005)。

(3) 騒音測定

乾燥中の騒音レベル測定は， ]IS Z8731 i環境騒音の表

示・測定方法」にもとづき，乾燥機から距離 1.0m，高さ

1.2mの位置で多数点測定し一定時間の平均的な値を

読取った。騒音計は指示騒音計(JISC1502 : 2003.)を用

いた。なお，測定は 1998年の乾燥試験が終わった後に，

乾燥機運転時の騒音と暗騒音との差がlOdB以上の条件

を確認し(JISZ 8731 : 2008.)，遠赤外線乾燥機と対照機

を別々に再運転し，各試験地で測定を行った。

IV 試験結果及び考察

1.乾燥試験

遠赤外線乾燥機の代表的な乾燥曲線を図 2aに，その

乾燥速度曲線を図 2b示す。乾燥初期は遠赤外線乾燥機

の乾燥速度が熱風乾燥に比してやや遅いが，途中で早く

なる傾向を示した。乾燥初期は設定風量の多い熱風乾燥

機の方が有利で，減率乾燥期に移行し水分が抜けにくく

なると，穀物内部より加温することができる遠赤外線乾

燥機の方が有利になると考えられる。

遠赤外線乾燥機 5型式の乾燥速度の平均値は小小麦で

0.78 %w.b./h，籾で 0.72%w.b./hとなり，実用上十分で、あ

ると考えられた。また，熱風乾燥機に対する遠赤外線乾
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図 4 乾燥速度と米の胴割れ率の増加の関係

Fig. 4 Relationship between drying rate and increasing 
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0.706柿y= 0.233X， + 0.178X2 + 1.185 遠赤

0.662柿Y= 0.214X， + 0.188X2 + 0.633 
Y:除水率[灯油]

X1初期水分

X2:雰囲気温度
**: 1%有意(片側検定)

熱風

表 4 籾と小麦の発芽試験結果

Results of germination tests for paddy and wheat Table 4 

1996年から 1998年の全試験の平均値

籾 小麦

(%) (%) 
遠赤 98.3 93.6 

熱風 98.9 94.9 

t検定の結果平均値の差に有意差なし

図 3 乾燥条件と除水率[灯油]との関係

Fig. 3 Relationship between drying condition and 
moisture remove rate by [Kerosene] 

外観

香り

1996年から 1998年の平均値

試験実施 :(財)日本穀物検定協会

注)評価項目 「硬さjについては、

良好価は 「ーJとなる。

総合評価

硬さ

粘り

昧

図 5-米の食味官能試験結果

Fig. 5 Results of palatability test for ric巴

による発芽障害はまったく認められなかった(表4)。

(3) 食味官能試験

食味官能試験の結果，遠赤外線乾燥した米は，熱風乾

燥した米に比して，味，粘りが向上し，総合評価が高く

なる傾向を示した (図5)。毛利 (1991)，芝野ら (1990)

の研究においても同様に，遠赤外線乾燥した米の食味値

が上がる事が報告されており 遠赤外線乾燥による高品

質乾燥の可能性が見出された。

燥機の除水率[灯油]は，小麦，籾それぞれ平均 8%およ

び11%，除水率[電気]は，それぞれ平均 24%および40

%向上しており ，エネルギーの低減効果が認められた

(表 3)。籾と小麦の乾燥試験結果を平均すると除水率

[灯油]で約 10%，除水率 [電気]で約 30%のエネルギー

低減効果があった。放射エネルギー割合(久保田ら，

2013)は平均 38%(熱風路設置型で平均 33%，集穀室内

設置型で平均 44%)であった。

図3に乾燥条件と除水率 [灯油]との関係を示す。遠

赤外線乾燥機は，初期水分と雰囲気温度の異なるあらゆ

る条件で，対照機よりも除水率[灯油]が高くなる傾向

があることが確認された。このように遠赤外線乾燥機

は，乾燥条件の変化に対して影響を受けにくいため，熱

風乾燥機よりも乾燥効率が向上し， 省エネルギー効果を

示すものと推察された。

2. 品質試験

(1) 胴割れ率

様々な条件下で乾燥を行ったが胴割れ率の増加は 2.0

%以下であり ，生産現場で使用しでも問題ない結果で

あった (全農施設・資材部，1987)。また，遠赤外線乾燥

機は乾燥速度が1.0%w.b./hを超えても胴割れ率の増加

が低い傾向にあり，品質を落とさない高速乾燥の可能性

が見出された (図4)。

(2) 発芽率

発芽率は，小麦で平均 93.6%，籾で平均 98.3%であっ

た。熱風乾燥したものと比して有意差がなく ，遠赤外線
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表 5 アミログラフによる米の糊化特性試験結果

Table 5 Results of amyrograph test for rice 

最高粘度 最低粘度 最終粘度

(BU) (BU) (BU) 

ブレークダウン コンシステンシー

(BU) (BU) 

糊化開始温度

CC) 

遠 赤 548* 298 717* 250* 419 61.4 

熱風 532* 295 706* 238* 412 61.8 

BU : Brabender Unitの略

*) 5%有意 (t検定)

注)表内の値は 1998年米サンプルで5型式サンプル数 16の平均値
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5型式の平均値 (1998年測定)

注)グラフ中の値は熱風乾燥を基準とした増減

図 6 乾燥中の騒音測定結果

Fig. 6 Results of sound pressure level while drying 

(4) 糊化特性試験

食味向上に関する一考察として，アミログラフによる

糊化特性試験の結果を示す(表 5)。この試験には 1998

年の米サンプル (16回)を全て用いた。遠赤外線乾燥機

で乾燥した米は，熱風乾燥機で乾燥した米に比して最高

粘度とブレークダウンが5%水準で有意に増大し食味

官能試験の「粘りが向上する」という結果を裏付けるも

のと考えられた。

Ogawa et al. (2000)は，穀類種子中に分布する成分・

組織形態の立体可視化技術を用いて，乾燥の違いによる

米粒内の成分分布の測定を試みており，熱風乾燥とマイ

クロ波で放射乾燥した米では，米粒内の脂質の分布が異

なることを報告している。乾燥と食味の関係について

は，炊飯という工程が入るために厳密に解明しづらい面

がある。しかしながら，このような計測技術が確立され，

乾燥過程における米粒内の物質移動と成分分布の関係が

明らかになれば，乾燥条件と食味の関係を説明するメカ

ニズムも解明される可能性がある。

3.騒音測定

遠赤外線乾燥機の騒音レベルは，遠赤外線乾燥機5型

式の値を平均すると，前方は A特性で平均 75dB，C特

性で 79dB，後方は A特性で平均 79dB，C特性で平均

82dBであった。遠赤外線乾燥機と熱風乾燥機を比較す

ると，前方では A特性で約 4dB，C特性で約 7dB，後方

はA特性で約 3dB，C特性で約 4dB遠赤外線乾燥機の

騒音レベルが低減した(図 6)。同じ騒音レベルの機械を

2台並べると騒音レベルが 3dB増加する(伊藤， 1995) 

ため，騒音レベルの差が 3dB以上あることは遠赤外線

乾燥機の稼働時音が大きく低減したと言える。遠赤外線

乾燥機は熱風乾燥機に比して風量を低く設定できること

と，放射体内で燃焼が行われるためパーナの燃焼音が低

減することが騒音低減の要因と考えられる。通常，乾燥

作業が夜間に行われることを考えると，作業環境負荷の

軽減が期待される。

V 遠赤外線乾燥機の普及状況と

現場での利用実態調査

遠赤外線乾燥機は開発研究過程を終え， 1999年に共同

研究企業により実用化された。開発中は張込量 3~5t

規模のものをベースに研究を推進したが，現在では小規

模の張込量 1tから施設用の張込量 30t規模のものまで

各社によってシリーズ化され，さらに，籾小麦以外に大

豆やそばの乾燥にも対応した汎用型遠赤外線乾燥機も販

売されている。また，遠赤外線乾燥機の普及台数は 2010

年度で 105，323台であり(図 7)，2003年から 2008年の

乾燥機出荷台数に対する遠赤外線乾燥機の出荷割合は平

均で 51%である (2010農業機械年鑑， 2010)。

市販化された遠赤外線乾燥機は各道県の農業試験場に
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図 7 遠赤外線乾燥機の普及状況

Fig. 7 Spreading result of far-infrared dryers 

表 6 ライスセンターでの稼働状況調査例

Table 6 Operating situation investigation at rice center 

宮城県農事法人S社 (2009年調査)

年
景子
J 備

5t l台当た り平均張込iil:

玄米

①×②-'-10∞ 
管理台帳より積算

2008年度

遠赤乾燥機

4台

670 

456 

305.5 

2158 

2∞7年度

熱風乾燥機

5台

665 

486 

323.2 

3281 

度

面 積

平均反収

推定 総 収 託

灯油使用 量

玄米 1t当たり

灯油使用 意

省エネ効果

灯油単価

灯油代 (推定値)

灯油代差 額

(推定値)

機

①
一
②
一
③
一
③

燥

X10a 

kg/10a 

L 

乾用使

④ム③

(1-2008年度⑤-:-2∞7年度⑤)x 100 

購入時の価格(宮城県)

④×⑦ 

7.06 

30.8 

108 

233.064 

10.2 ⑤ 

⑤
一
⑦
一
③

L/t 

% 

円/L

円

72 

236.232 

2007年度③ー2008年度③3.168 ③ 円

いほ場の面積は増えているものの反収が若干下がってい

るため， 2008年の米の収量(乾燥玄米)は 2007年に比し

て 5%減であった。2008年度は lリットル当たりの灯

油価格が 2007年に比して急上昇(調査地での比較で 33

%の上昇)し，原油価格上昇に伴う行政的な経済施策が

実行された年である。遠赤外線乾燥機を使用した 2008

年度の乾燥玄米 lt当たりの灯油の使用量は，熱風乾燥

機だけを使用していた 2007年に比して 30% も減少し

省エネルギー効果が明らかとなった。さらに灯油価格の

大幅な上昇分を相殺するほど経済的であった。

遠赤外線乾燥機が実用化され 2003から 2008年の統

今後の展望VI 

おいても性能試験が実施され，戸別用 (嶋津ら， 2000; 

富山県農林水産部， 2002;権平ら，2003;須田ら， 2004) 

はもちろん，施設用 (原ら，2002)においても開発研究の

時と 同様に遠赤外線乾燥機の優位性が報告されている。

さらに，我々 は生産現場での評価を具体的に把握する

ため，宮城県の農事法人S社のライスセンタの稼働調査

を2009年に行った。このライスセンタは 2008年に改築

し，これまで使用してきた熱風乾燥機5台全てを遠赤外

線乾燥機4台に更新した施設である。表6に改築前と後

の乾燥状況と灯油使用量を示す。消費電力量について

は，施設内電気設備の改装や籾摺機と選別機の更新もあ

り，乾燥用電力量を特定できなかったため除外せざるを

えなかった。2007年と 2008年では請負作業の増加に伴
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計では，全穀物乾燥機の年間出荷量に対して 51%の出

荷率に達している。市販機においても研究目標どおり従

来の熱風乾燥機に比し省エネルギーであることが確認さ

れ，生産現場では確実に市民権を得ているものと思われ

る。

現在市販されている遠赤外線乾燥機は機械としての完

成度は高いが，まだ一層の性能向上を図るため技術的な

検討の余地がある。例えば遠赤外線の比率を上げ乾燥

効率を向上させるために 研究段階で使用された電熱パ

ネルの再検討や電磁波の延長でマイクロ波の使用につい

ての検討もその一つである。また使用燃料として単価の

安い天然ガス等を用いた遠赤外線乾燥機も考えられる。

伝熱手段の一つである放射伝熱の技術が実用化され，商

業ベースになったことで 穀物乾燥における開発研究の

幅が広がったと考えられる。

VII 摘要

本研究では市販の循環式熱風乾燥機をベース機とした

実用型の穀物遠赤外線乾燥機を開発するとともに，籾-

小麦の乾燥試験を実施し，以下に示す結果が得られた。

また，市販化した遠赤外線乾燥機の利用実態調査から得

られた，以下のことも明らかとなった。

1)穀物遠赤外線乾燥機は 同じ張込み量の熱風乾燥機

と比較し除水率[灯油]は籾で約 10%，小麦で 8%，

除水率[電気]は籾で 40% 小麦で 24%の低減効果

があった(平均で灯油約 10%，電力約 30%の低減効

果)。また，乾燥速度は市販機と同等で、あり，実用に

供し得る結果であった。

2)穀物遠赤外線乾燥機は，パーナの燃焼が放射体の中で、

行われることや，送風量の設定を下げることにより，

運転時の騒音が熱風乾燥機と比較し 3dB(A)低減し

低騒音化を実現した。

3)穀物の遠赤外線乾燥では，発芽率の低下がなく，米の

胴割れについても増加は少なく，市場でも問題ない

結果であった。また，乾燥速度が速くても胴割れの

増加は少なく高速乾燥の可能性を見出した。

4)食味官能試験の結果，遠赤外線乾燥機で乾燥した米

は総合評価が良くなる傾向を示し，高品質乾燥の可

能性を見出した。

5)遠赤外線乾燥機は実用化され，全穀物乾燥機の年間

出荷量に対して 51%の出荷率に達している。施設稼

働調査においても，従来の熱風乾燥機に比べ灯油の

使用量が滅り省エネルギーであるとともに，経済的

であることを確認した。
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