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非対称貫通型マイクロチャネル乳化の開発と

乳化プロセスの CFD解析

小林 功

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所

Development and CFD Analysis of Asymmetric Straight-through 

Microchannel Emulsification 

Isao KOBAYASHI 

National Food Research Institute， NARO， 2-1-12 Kannondai， Tsukuba， Ibaraki 305-8642， Japan 

This review provides an overview of development and Computational Fluid Dynamics (CFD) 
analysis of asymmetric straight-through microchannel (MC) emulsification. Asymmetric straight-
through MC arrays， each consisting of a circular MC (inlet side) and a microslot (out1et side)， 
were newly designed for stably producing monodisperse emulsions at droplet productivities higher 
than previously designed grooved MC arrays and symmetric straight-through MC arrays. Silicon 

asymmetric straight-through MC array chips were precisely fabricated through repeated processes 
of deep reactive ion etching. Development of asymmetric straight-through MC emulsification devices 
and their fundamental characteristics are first described. Monodisperse emulsions were successfully 
produced via appropriately surface-treated asymmetric straight-through MCs at maximum 
dispersed-phase fluxes of > 1，000 L/ (m2 h). Production of monodisperse food-grade emulsions 
using asymmetric straight-through MC arrays as well as their stability evaluation after layer-by-

layer deposition are next introduced. The findings obtained from three-dimensional CFD simulation 
of droplet generation via asymmetric straight-through MCs are also described. The CFD analysis 
elucidated that droplet detachment process consisted of three important stages that depend on the 
internal pressure balance of the dispersed phase in and over the slot. 
Keywords: microchannel emulsification， asymmetric straight-through microchannel， 

monodisperse emulsion， CFD 

1.緒 ー= Eヨ

乳化とは，連続相となる液体の中に連続相と混じり

合わない微小液滴(分散相)が分散しているエマルショ

ンを製造する操作であり 食品工業において多用され

ているプロセスの 1つである.エマルションは熱力学

的に準安定な系であり，分散液滴の界面は乳化剤分子

の吸着により安定化されている.エマルションの液滴

径と液滴径分布は安定性や諸物性に大いに影響を与え

る因子である.液滴径が制御された単分散エマルショ

ンは，合ーに対する安定性の向上や諸物性の測定，解析，

制御などが容易になる点で有利である [1].

(受付 2013年 10月7日，受理2013年 11月25日)

干305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12

F田 029-838-8122，E-mail: isaok@affrc.go.jp 

食品エマルションの製造には，機械力を利用した乳

化機が一般的に用いられているが，得られるエマルショ

ンは多分散であるとともに 液滴径の精密制御も困難

である. 1980年代末以降，膜乳化，マイクロチャネル

(MC)乳化，マイクロフルイディック乳化といった単

分散エマルション製造技術が開発されてきた [2].

MC乳化は， 1990年代半ばに中嶋らの研究グループ

で開発された単分散エマルション(変動係数 5%未満)

を製造可能な技術である [3]. MC乳化による液滴作製

はチャネルを通過した分散相の界面の自発的変形に基

づく独特かつ極めて高効率なプロセスである [4]. 当初

開発された平板溝型 MCアレイは，チャネルが直線上

に配置されているためにチャネルの配置密度が低かっ

た.これに対して，筆者らが開発した貫通型 MCアレ

イを用いることにより，チャネルの配置密度が 100倍

以上とすることができ油滴製造速度が著しく向上した
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[5).その後筆者らは， 均一径エマルション液滴を作製 (a) 

する際の安定性および液滴生産性ともに優れた MC乳

化デバイスである非対称貫通型 MCアレイを開発した.

本稿では，非対称貫通型 MC乳化に関して，乳化デ

バイスの開発，食品用単分散エマルションの製造，お

よび計算機手法である ComputationalFluid dynamics 

(CFD，数値流体力学)を利用した非対称貫通型 MCを

介した液滴作製プロセスの解析について概述する.

2. 非対称貫通型 MC乳化デバイスの開発と基礎特性

2.1 非対称貫通型 MCアレイ

筆者ら は，矩形断面の対称貫通型 MCを用いた乳化

基礎特性について 2000年代初頭に検討していた.この

時， 二相の粘度比(分散相/連続相)が小さい場合に

液滴作製が不安定化しやすいという問題を抱えている

ことが明らかになった.例えば，上記の粘度比が 1に

近い系を用いた場合に，多分散な水中油消 (O/W)・油

中水滴 (W/O) エマルションが製造された.対称貫通

型 MCをより 長くすれば液滴作製H寺の安定性は向上す

るが， 加工装置の性能上，困難で、あった

そこで筆者らは，貫通型 MCアレイの構造を非対称化

することで液滴作製時の安定性を大幅に向上できるので

はないかと着想し，非対称貫通型 MCアレイ を開発した

(Fig. 1). 非対称貫通型 MCは，円形 MC(入口側)と

マイクロスロット(出口側)から構成されており，

Deep Reactive Ion Etching (DRIE)とよばれる深堀エッ

チングを 2回行うことにより得られる [5].この際，チャ

ネルとスロッ トの位置合わせに高度な技術が要求され

る.ちなみに，チャネルとスロットのサイズは， CFD 

シミュレーションで得られた結果をもとに設計した 対

称貫通型 MCを介した液滴作製のシミュレーションを行

うために習得した CFDを活用することにより，確信を

もって適切なサイズ設計を行うことができた.

最初に設計されたシ リコ ン製の非対称貫通型 MCア

レイ基板 (WMS1)の画像を Fig.1に示す. WMS1基

(b) 

Fig. 1 (a) Scanning electron micrograph of silicon asymmetric 

straight-through MCs. (b) Photograph of top surface (left) 

and bottom surface (right) of an asymmetric straight-

through MC array plate. 

(a) 

板の表裏面のサイズは24mm四方と切手と同等で、あり (b)

基板中央部の 10mm四方内に非対称貫通型 MCアレイ

が高密度配置されている.非対称貫通型 MCのチャネ

ル径が 10μmの場合では， 1 ~2 万本のチャネルが MC

アレイ基板に加工さ れている.また，現有のシ リコン

製非対称貫通型 MC のチャネルサイズは 5~50 μm で

あり，液滴サイズが 10~200μm 程度の単分散エマル

ションの製造に対応可能である [6)

2.2 MC乳化装置

非対称貫通型 MC乳化で使用する装置の一例を Fig

2に示す.本装置の心臓部は，非対称貫通型 MCアレ

イ基板が装備された専用の乳化モ ジュールである.こ

Fig.2 Photographs of an asymmetric straight-through MC 

emulsification system (a) and an MC emulsi五cationmodule 

(b) [9]. 
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の乳化モジュールにおいて，基板表面における液滴作

製および基板裏面における油水界面の移動を直接観察

できる構造になっている.その他の構成機器は，連続

相と分散相の供給部，反射型顕微鏡を取り付けた MC

乳化専用架台，および観察・録画用機器である.

MC乳化実験において留意すべき点、は，分散相の供

給や液滴作製に支障を来さないように非対称貫通型

MCアレイの脱気とモジュール内部の脱泡を行うこと

である.また， MC乳化により単分散エマルションを

安定的に製造するための重要な条件は， MC乳化基板

が分散相に濡れないことである.非対称貫通型 MCア

レイ基板の表面は，熱酸化処理を施されたシリコンで

ある.そのため， O/i九「エマルションの製造時はプラズ

マ酸化による表面親水化が行われ，W/Oエマルション

の製造時はシランカップリング剤を用いた表面疎水化

が行われる [5，7].

2.3 MC乳化の基礎特性

液滴作製は，モジュール内部に供給された分散相(液

滴材料)が非対称貫通型 MCアレイを通過して連続相

領域中に押し出されることにより起きる (Fig.3a). こ

(a) 

/
 

帥¥、

町

D
/
 

(b) 

Fig. 3 (a) Three一dimensionalschematic drawing of droplet 

generation via asymmetric straight-through MCs. (b) Optical 

micrograph of stable generation of uniformly sized soybean 

oil droplets from the slot outlets [8]. A 0.3 wt% sodium dodecyl 

sulfate aqueous solution was used as the continuous phase. 

の時，分散相と連続相の供給は，目的に応じてポンプ(流

量規定)や液中差圧・加圧タンク(圧力規定)を用い

て行われる.非対称貫通型 MCアレイを介した単分散

O/i九fエマルションの製造の一例を Fig.3bに示す [8].

分散相がスロット出口を通過した後，サイズが均ーな

微小油滴が繰り返し作製されていた.この時用いた分

散相は，粘度値が水の 50倍程度高い精製大豆油であっ

た.Fig. 3bにおける分散相流束は 100L/ (m2 h)であり ，

対称貫通型 MCアレイと同等以上であった

非対称貫通型 MCアレイの開発目的の 1つは低粘性

分散相への適用であり，検討結果の代表例を Fig.4に

示す.デカンは水と同等の粘度値をもっ低粘性油であ

り，対称貫通型 MCアレイを用いて製造された O/W

エマルションは多分散であった (Fig.4a (i) ) .一方，非

対称貫通型 MCアレイを通過したデカンは均一サイズ

の微小油滴へと変形し，単分散 0/¥九「エマルションが得

られた (Fig.4a(ii)) [5].疎水化処理を施した非対称貫

通型 MCアレイを用いるごとにより，塩溶液を分散相

とした単分散 W/Oエマルションの製造も可能になった

(Fig. 4b) [7] このとき，単分散 W/Oエマルシ ョンを

固

(b) 

Fig.4 (a) Optical micrographs of unstable generation of 

irregularly sized decane oil droplets via symmetric oblong 

straight-through MCs (i) and stable generation of uniformly 

sized decane oil droplets via asymmetric straight-through 

MCs (Ii) [5]. A 1.0 wt% sodium dodecyl sulfate aqueous 

solution was used as the continuous phase. (b) Optical 

micrograph of stable generation of uniformly sized aqueous 

droplets containing 5 wt% sodium chloride via asymm巴tric

straight-through MCs [7]. A decane oil solution containing 

5.0 wt% tetraglycerin monolaurate condensed ricinoleic acid 

ester was used as the continuous phase 
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あり，加熱や外力に対して敏感な食品用素材(タンパ

ク質，糖質，ビタミン，抗酸化脂質等)を使用する際

に有用である.また， MC乳化により製造された単分

散食品用エマルションは 単分散食品用マイクロ粒子 ・

マイクロカプセルを製造するための基材としても有用

である. これまでに，平板溝型 MCアレイや対称貫通

型 MCアレイを用いた単分散食品用エマルシ ョンの製

造と応用に関する種々の研究が筆者らの研究グループ

で行われてきた 日0，12].

ここでは，非対称貫通型 MC乳化を用いた食品用単

分散エマルションの製造に関して紹介する.食品エマ

ルシ ョンの重要構成成分である塩は MC乳化プロセス

に影響する因子であり， 筆者らは非対称貫通型 MCア

レイを用いた食品用 O/Wエマルションの製造における

塩濃度の影響について 液滴作製に関する結果および

液滴界面と乳化デバイス表面のゼータ電位を解析して

明らかにした [13]. 連続相中の塩化ナトリウム濃度

(CNaC1) が微小大豆油滴の作製に与える影響に関する結

果の一例を Fig.6に示す.この時連続相に添加した乳

化剤は，非イオン性の Tween20であった. CNaC1が閲

値 (0.5mol/L)以下の領域では，変動係数が 5%未満

の単分散 0/，九7エマルションが得られた.作製された微

林150 

3. 非対称貫通型 MC乳化を用いた

単分散食品用エマルションの製造

MC乳化による液滴作製は非常に温和なプロセスで

(b) 
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安定的に製造するためには，塩濃度，すなわち水相の

浸透圧を関値以上にする必要があることを明らかにし

た.上述の液滴作製は連続相のクロスフローを必要と

しないので，連続相の流通は基本的に液滴回収にのみ

用いられる.なお，液滴作製プロセスの詳細とチャネ

ルサイズの影響については後述する 筆者らはまた，

低粘性液滴の生産性に関する検討も行ってきた 非対

称貫通型 MCを用いて製造された単分散エマルション

の液滴サイズは，臨界値以下であれば分散相流量の影

響をほとんど受けなかった [7，9].これは MC乳化にお

ける特長の 1つであり，安易な操作で単分散エマルショ

ンを製造可能であることを示唆している.ちなみに，

最大分散相流東は単分散 0ハVエマルション製造の場合

では 2，800L/ (m2 h)であり ，単分散 W/Oエマルショ

ン製造の場合では 1，200L/ (m2 h)と極めて高い液滴生

産効率を有している.非対称貫通型 MC乳化では，装

置の大型化も推進しており，最大1.4L/hでの単分散エ

マルション液滴の製造を最近達成した (Fig.5) [9].本

装置はモジュールの並列化が可能な構成になっており ，

液滴生産性のさらなる向上が期待される.

MC乳化の基本特性に関わる他の重要な因子は，乳

化剤の種類と電荷の影響 粘度比が液滴サイズに与え

る影響等である.乙れらの影響について検討した結果

については，既往の文献にまとめられているので参照

されたい [2，10，11].
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Fig. 6 (a) Optical micrographs of the generation of soybean oil 

droplets from the slot outlets at different sodium chloride 

concentrations [13]. (b) Influence of sodium chloride 

concentration on the average droplet diameter and coefficient 

of variation of the O/W emulsions produced. An aqueous 

solution containing 1.0 wt% Tween 20 and sodium chloride of 

different concentrations was used as the continuous phase. 

0 
1.5 

Fig.5 Influence of flow rate of the dispersed phase on the 

average droplet diameter and coefficient of variation of the 

tetradecane oil-in-water emulsions produced [9]. A 2.0 wt% 

Tween 20 aqueous solution was used as the continuous 

phase. 

0.1 

Flow rate of the dispersed 

phase， Qd [υh] 

0.5 
。。
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小油滴はスロット出口で一時的に留まり，次に作製さ

れた微小油滴に押し出されて合一せずにスロット出口

から離脱する様子が観察された. 一方， CNaC1が前記の

閲値より高い領域では，平均液滴径と変動係数の漸次

的な増大が認められた.この結果は，微小油滴の表面

とMCアレイ基板表面のゼータ電位の絶対値が低下し

て前記表面聞の相互作用が弱小化したことに起因する

ものと考察される.

エマルションの安定化技術の 1つとして，液滴表面

に電荷をもっ乳化剤・安定化剤を複層被覆する Layer-

By-Layer (LBL)法が高い関心を集めている. Chuah 

ら[14]は，非対称貫通型 MCアレイを用いて負に帯電

した改質レシチチン (ML)により安定化された単分散

O/Wエマルションを製造し，回収したエマルションに

正に帯電したキトサン (CHI)の水溶液を添加して微小

油消(大豆油)の表面に MLとCHIの複合層を形成す

ることに成功した (Fig.7). この時， CHI層は静電的

相互作用を利用して ML層の上に形成された.水溶液

に十分量の CHIが存在する場合，微小油滴のデータ電

位が正になり，微小油滴の合一安定性が向上した CHI

添加の有無は，環境因子 (pH，塩濃度，保存温度等)

が製造された単分散 O/Wエマルションの安定性に与え

る影響を変化 させる要因になることも示した. Chuah 

ら[15]はまた， βーラクトグロプリン (β 19)水溶液の

ゼータ電位が負になる pH下で単分散 O/Wエマルショ

ンを製造し， 回収した溶液に正に帯電したカルボキシ

メチルセルロース (CMC) 水溶液を添加して β-lgと

CMCにより複層被覆された単分散 O/i九fエマルシ ョン

も得た.

非対称貫通型 MCアレイを用いた単分散食品用エマ

ルション ・マイクロ粒子 ・マイクロカプセルの製造に

関する研究は，現在も推進中である.

4. 非対称貫通型 MC乳化プロセスの CFD解析

MC乳化装置は液滴作製挙動を直接観察できるよう

Monodisoerse 
OIW emulsion 

CHlaq 

addition 

己二割惨

CHI 

(+) 

に設計されている. しかしながら，貫通型 MCの場合

では， MC内部における二相の流動状態を観察するこ

とが困難で、ある.CFDは，流路内部における流体の流動・

圧力状態を数値的 ・視覚的に詳細解析することが可能

な計算機手法であり，食品工学の分野においても研究

論文の数が 2000年頃から年々増加している 筆者らが

最初に行った CFD研究は，対称貫通型 MCを用いた液

滴作製挙動のシミュ レー ションと解析である日6]

CFDが非対称貫通型 MCアレイの設計に貢献したこと

は先に述べた通りである その後，筆者らは，非対称

貫通型 MCを介した液滴作製挙動のシミュレ ーシ ョン

と解析に関する CFD研究を実施した [8].

CFD計算データをもとに可視化した非対称貫通型

MCを介した液滴作製プロセスを Fig.8に示す まず¥

細長いチャネルを通過した分散相はスロット内部で円

盤状に膨張してスロット出口に到達した (Fig.8a). こ

の瞬間を離脱プロセスの開始点 (tdet:0 ms)と定義した.

(a) tdet: 0.0 ms 

Flow 
direction 

(Soybean oil) 

(c) tdet: 48.7 ms 

Neck 

11l， 

(b) tdet・41.8ms 

(d) tdet: 51.9 ms 

Fig.7 Schematic diagram of formulation of monodisperse Fig.8 Typical CFD simulation result of successful soybean oil 

soybean oil-in-water巴mulsionsstabilized by modified droplet generation via an asymmetric straight-through MC 

lecithin and chitosan layers [14]. into water (tdet is th巴detachmenttime) [8] 



(t.Pd，slot，over) の聞の違いはわずかであった スロット上

部の分散相が徐々に増大するに伴い， t.Pd，slot，ove，が

t.Pd，MCとt.Pd ， slot， in に比べて低くなっていった • tねd白制etが 35

ms付近に おいて分散相の内圧パランスが企P九d，MC，

企Pんd仰削，s刈s叫山l

が起きるステ 一ジ11が開始した.ステージ 11では，内

圧ノfランスがt.Pd，MC>t.Pd，slot，in > t.Pd，slot，overとなり ，tdet 

が 50ms付近においてネックが形成された.ネックの

形成後，ネック中心部の内圧 (t.Pd山 t.in)が急激に増大し，

結果としてネックが瞬時に切断されて液滴作製が完了

した(ステージ III).こ のように，上述の液消離脱プロ

セスは，連続相のクロスフローによるせん断力を必要

としない堅牢なプロセスであることが確認された.

CFDでは，計算領域全体のスケール，流体の物性値，

および操作条件を容易に変更するごとが可能である.

そこで筆者 らは，チャネルサイズおよびチ ャネル内部

における分散相流速が液滴サイズおよび液消生産性に

与える影響について検討した (Fig.10) [8]. チャネル

直径 (dMcl が 100μm以下の場合では，分散相流速が

臨界値 (6mm/s) 以下の領域で dMCの 3倍程度の微小

油滴が安定的に作製されたが，前記の臨界値以上の領

域で作製された微小油滴のサイズは大幅に増大した.

一方，dMCが 150μm以下の場合では，臨界流速値は

dMCの増大に伴って上昇する傾向が認められた.この

XjJ 林

次に，スリット出口を通過した分散相は，上部空間の

中で徐々に増大した.その後 スロ ッ ト内部の分散相

がスロット上部の空間に急速に流出し，スロット内部

の油水界面にネックとよばれるくびれが生じた (Fig.

8c) 最終的には，ネ ックが瞬時(液滴離脱に要した時

間の 5%程度)に切断されてチャネルサイズの 3倍程度

の大きさの微小油滴が作製された.これらの結果は実

験結果と良く 一致しており， CFDシミュレーション結

果の妥当性が示された.可視化された液滴作製プロセ

スを詳細に解析したところ，スロット内部の分散相が

急速に流出する際，連続相がスロット内部に流入でき

る十分な微小空間が存在し続ける必要があることが明

らかになった

筆者らは， CFD計算により得られた数値・可視化デー

タを利用して，液滴作製中における分散相内圧のバラ

ンスについて検討した.スロット上部，スロッ ト内部，

ならびにチャネル出口における分散相内圧の経時変化

をFig.9に示す 液消離脱プロセスは， 3つの重要なス

テージから構成されていることが明らかになった (Fig.

9b) ステージ Iにおける分散相内圧は，チ ャネル出口

(t.Pd，Mcl ， スロット内部 (t.Pd.slot.in) ，スロット外部
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Fig. 10 Variation of dimensionless droplet diameter obtained 

from the CFD simulations as a function of dispersed-phase 

velocity; effect of channel size [8]. Here dMC is the channel 

diameter 

Fig.9 (a) Three-dimensional snapshot of the oil-water 

interface during the detachment process. Here， I1Pd.MC is the 

internal pressure of the dispersed phase at the MC outlet， 11 

Pd，slot，in is the internal pressure of the dispersed phase in the 

slot， and I1Pd.slot，over is the internal pressure over the slot. (b) 

Variation of I1Pd，MC， I1P，止slot，旧，and I1Pd，slot，over as a function of 

detachment time (tde，) [8] 
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原因は，浮力の影響の増大によるものであると推察さ

れる.チャネル当たりの最大液滴作製速度は，基本的

には dMCに対して反比例になることが示された.また，

単位 MCアレイ面積当たりの最大液滴生産速度は，理

想的には dMCのサイズに依存しないこともわかった.

ところが，現実的には，dMCの縮小に伴ってチャネル

毎の液滴作製速度のバラツキが増大する傾向にあるた

め，非対称貫通型 MCアレイ当たりの液滴生産性はチャ

ネルサイズが大きいほど増大する. CFDを利用して得

られた上記の成果は，非対称貫通型 MC乳化を用いた

単分散エマルション製造の最適化を目指す上で重要な

ものである.

5. 結 百
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要 = 国

功

化と乳化プロセスの ComputationalFluid Dynamics 

(CFD，数値流体力学)解析に関する筆者らの研究につ

いて概説した.円形 MC (入口側)とマイクロスロッ

ト(出口側)が連結した非対称構造の貫通型 MCアレ

イは，従来の MCアレイと比べて液滴生産性と液滴作

製の安定性ともに優れた高性能な MC乳化デバイスで

ある.単結晶シリコン製の非対称 MCアレイは，深堀

イオン性反応エッチングによる複数回行うことにより

精密に加工されたまず，非対称貫通型 MC乳化デバ

イスの開発と基礎特性について概述した.適切な表面

処理が施された非対称貫通孔型 MCアレイを用いるこ

とにより，単分散エマルションを非常に高い分散相流

速(>1，000 L/ (m2 h) )で製造することができた.次に，

非対称貫通型 MCアレイを利用した単分散食品用エマ

ルションの製造および得られたエマルションの安定性

評価について紹介した.さらに，非対称貫通型 MCを

介して液滴作製に関する三次元 CFDシミュレーション

により得られた成果についても概述した.液滴作製に

おける液滴離脱プロセスは スロット内外における分

散相内圧のバランスで説明できる 3つの重要なステ一

本稿では，非対称貫通型マイクロチャネル (MC) 乳 ジから構成されていることを見いだした.
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