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Fluidized bed granulation is widely applied to improve the flowability， dispersibility， and solubility of a variety of 
powdered food products. In fluidized bed granulation processing of powdered food， water or an aqueous 
polysaccharide solution is usually spray巴das bind巴ron the powder for granule growth. However， the increased 
moisture content of granules can result in product spoilage and elongates the successive drying period. To reduce 
the amount of binder in the granulation process， fluidized bed granulation technology using superheated steam (SHS) 
containing water micro-droplets (WMD) as binder has been developed. Spraying of SHS accelerated the granule 
growth by condensing on the powder; however， coarse granules were produced when SHS alone was sprayed. 
Spraying with an optimal ratio of SHS and WMD produced granules of uniform size， with less binder moisture than 
conventional processes using polysaccharide solutions. (Accepted ]an. 26， 2016) 
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粉末は一般的に粒子サイズが小さくなるほど，流動性・

分散性が低下すると言われており 食品素材についても同

様の傾向が認められるト6) 流動性が低い粉末はホッパー

やパイフ¥フィーダーなどに詰まりやすく，製造ラインで

の正確な計量や充填が難しい.また粉末状の素材を水など

の溶媒に溶解させる場合，粒子サイズが小さくなるほど溶

解させることが難しくなる.粒子サイズが小さな粉末ほど

比表面積が大きいため，溶解させやすいように考えられる

が，粉末が溶解する際には一度，溶媒中に分散してからそ

の後溶解する過程をとることが多く，粒子サイズが小さく

分散性が低い粉末は凝集してランピング(ダマ，ママコ)

を起こしやすい.インスタントスープやインスタントコー

ヒー，抹茶，ココアなどの湯や水に溶かして飲む製品では，

ランピングが発生しやすいと利便性が低い製品と消費者に

みなされることから，これを防ぐための対策が必要となる

粉末の流動性・分散性を改善する方法のーっとして，粉
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パインダ溶質
または

溶けた粒子の一部

パインダ溶液

-令

図 I 湿式造粒における頼粒生成メカニズム

末を結着させて，よりサイズの大きい粒状に加工する方法

が用いられており 61-円 加工された粒は頼粒と呼ばれ，加工

プロセスは造粒と呼ばれる 前述のインスタントスープな

どの粉末食品は，湯や水に溶かす際のランピング発生を抑

制するため，頼粒状に造粒されていることが多い.造粒方

法は，粉末を結着させるためのパインダと呼ばれる水や多

糖類水溶液なとεの水分を使用する湿式造粒や，粉末に水分

を添加せずに圧縮凝集などによ って頼粒を成形する乾式造

粒に分類されるが，固形物を粒状に粉砕する方法や噴霧乾

燥も造粒と呼ばれる場合がある.また，熱により融解させ

たパインダを粉末に添加した後，冷却して凝固させること

により穎粒を成形する方法も用いられている以穎粒状の

インスタントスープや飲料では湿式造粒が用いられること

が多い.

湿式造粒では粉末原料に対してパインダとして水分を添

加するため，造粒後は頼粒の凝集を防ぎ保存性を高めるた

め穎粒を乾燥する必要がある 乾燥された頼粒は，パイン

ダ液中の溶質あるいはパインダ液にて溶解した粒子の一部

によって架橋され形状が保持される(図1).頼粒の形成に

はパインダの水分が重要な役割を担っているが山41 一方

で，パインダ添加量が増加すると頼粒の乾燥に要する時間

が長くなり，乾燥工程における加熱が頼粒の品質に及ぼす

影響が大きくなる. したがって 造粒においては可能な限

り少ないパインダ添加量で穎粒を形成する ことが望ましい

といえる.

ところで¥著者らはこれまで過熱水蒸気中に微細な水滴

を分散させた加熱媒体による食品加工システムの開発を行

なってきた削61 この加熱媒体は高庄の水蒸気と熱水をノ

ズルから噴射することにより生成され，アクアガスという

名で商標登録されている アクアガスは素材からの成分溶

出や素材の吸水・乾燥を抑制しながらブランチングや加熱

調理を行なうことを目的として開発されており，野菜類の

短時間表面加熱殺菌などにも応用されている.アクアガス

に含まれる水滴は造粒プロセスにおけるパインダとして作

用することが期待され，さらに水蒸気も粉末に凝縮するこ

とによりパインダとして作用することが期待されることか

ら，粉末食品の造粒において広く使用されている流動層造

粒におけるパインダとしてアクアガスを使用したところ，

通常の多糖類水溶液をパインダとして使用する場合と比較

して，効率的に穎粒が生成されることが確認された171 本

稿ではアクアガスをパインダとして用いた流動層造粒技術

について紹介する.

1. アクアガスとは

アクアガスとは，ほほ大気圧で 115-120tの過熱水蒸気

中に，微細な熱水滴を分散させた加熱媒体である.過熱水

蒸気とは水の沸点(大気圧下では約 100t)以上の温度の

水蒸気を指す.水を加熱すると約 100tで沸騰し飽和水蒸

気が発生するが，この飽和水蒸気をさらに加熱すると過熱

水蒸気が得られる 水蒸気は飽和水蒸気，過熱水蒸気とも

に加熱対象物に凝縮して潜熱を伝達する凝縮伝熱により，

高い熱伝達率で食品を加熱することが可能であり，また容

易に低酸素雰囲気で加熱が行えるという特長を持つ.また

過熱水蒸気は，食品の焼き調理や乾燥に使用することもで

きる.過熱水蒸気で食品を加熱すると， 加熱初期の食品が

まだ冷たい段階では水蒸気が食品に凝縮し，凝縮伝熱によ

り食品が加熱されるが，食品の温度がある程度上昇してく

ると水蒸気の凝縮は止まり，逆に水蒸気から対流や轄射で

食品に伝わる熱により，食品から水分が蒸発し始めるω
このような水蒸気凝縮と水分蒸発の反転過程が見られるの

も過熱水蒸気による食品加工の特色であるー

アクアガスは緒言で述べたとおり農産物のプランチング

処理や食品の加熱調理などのために開発された プランチ

ングは従来，主に茄で処理などにより行われてきたが，茄

でる際の食材の吸水や食材から湯への成分の溶出，大量に

出る煮汁の処理などの解決が求められてきた.過熱水蒸気

を用いることによりこれらの問題はほぼ解決されるが，食

材の乾燥やエネルギ効率が新たな問題となっていた.アク

アガスでは過熱水蒸気と微細水滴を併用することにより，

それぞれの利点を活かし上記のような問題の解決を図って

いる.アクアガスを使用することにより，ダイコン，ニン

ジン，エダマメ，サトイモ，プロッコ リなどにおいて，素

材の風味や食感を良好に保ったブランチングを行なえるこ

とが確認されている問~勾 またアクアガスは加熱効率が良

く，野菜等の風味を残した短時間加熱殺菌が行なえること

から，病院給食において，造血肝細胞移植等により免疫不

全状態となっている患者向けに，従来のオートクレーブ処

理された“無菌食"に代わる“移植食"の調理に利用されて

おり，患者 QOL(Quality of Life) を向上させている勾
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図 2 微細水滴を含んだ過熱水蒸気(アクアガス)の発生装置
概略図

2. アクアガスの発生方法および制御方法

アクアガスによる食品加工装置には，パッチ式オープン

やベル トコンベアを備えた連続式オープンなど様々なタイ

プが存在するが，いずれもアクアガスを発生させるための

熱交換器からオープンの加熱室内にアクアガスを供給する

構造となっている.アクアガス発生装置の概略を図 2に示

す.アクアガス発生装置は細管とそれを加熱するための

ヒータからなか細管にポンプで水を圧送し加熱して，細

管内で発生した水蒸気と熱水を細管の先端に接続されたノ

ズルから噴霧することによりアクアガスを発生させる.図

2では細管はパネルヒータに挟み込まれて加熱される構造

となっているが，この他にもスチームジャケッ ト内で細管

を加熱するタイプの装置や，赤外線ヒータで細管を加熱す

るタイプのアクアガス発生装置も使用されている

湿式造粒では粉末原料に対する加水量に頼粒の成長が大

きく左右されることから，アクアガスを用いた造粒におい

ても水蒸気流量と水滴流量を精密に制御する必要が出てく

る.アクアガスにおいては水蒸気・水滴流量は次のように

制御されている まず，アクアガス発生装置のノズル内で

は水蒸気は飽和状態であることから，ノズル内温度を制御

することにより ，ノズル内圧力も制御することができる.

ノズルから流出する水蒸気の‘流量はノズルの口径と水蒸気

圧力から算出することができるので，ノズル内温度を通し

てアクアガス発生装置から供給される水蒸気流量を制御す

ることが可能である.アクアガス発生装置から供給される

微細水滴の流量は，アクアガス発生装置に時間当たりに供

給される水の量から水蒸気の流量をヲ|いた値となる した

がって，アクアガス発生装置に供給する時間当たり水量と

ノズル内温度を制御することにより，水蒸気供給量と水滴

流量を同時に制御することができるお)勾

ノズル内温度
110

0

C 
dh120℃ 130℃ 140

0

C 150
0
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図 3 アクアガス発生ノズル (口径1.0rnrn)内温度および圧力
と水蒸気および水滴流量の関係

図3はアクアガスの水蒸気 ・水滴流量の設定に使用する

チャー トである.図 3中の実線は口径が 1.0mmのノズjレ

使用時におけるノズル内温度と水蒸気流量の関係を示して

いる.また図 3ではノズル内温度を 1l0t~150t に制御

した状態で時間当たり給水量を様々に設定した例をシンボ

ルで示している.アクアガス発生装置の運転条件設定方法

としては，ノズル口径とノズル内温度から水蒸気流量を算

出し，必要となる水滴流量を水蒸気流量に加えた量を給水

量として設定する方法や 給水量をはじめに設定して必要

となる水蒸気・水滴比率になるようノズル内温度を設定す

る方法などがある.また図 3では実線とシンボルが一致し

ている箇所があるが，これはアクアガス発生装置への供給

水量を減らすことにより，ノスルから過熱水蒸気のみが供

給されている状態を表している

3. アクアガスパインダを利用した流動層造粒装置

図4にアクアガスをパインダとして用いた流動層造粒機

の概略図を示す 流動層造粒機にて水や多糖類水溶液など

の通常のパインダを用いる場合には，造粒容器内部に設置

された二流体ノズルにて粉末にパインダを噴霧する.一

方，アクアガスをパインダとして用いる場合には，造粒容

器内には一流体ノズルを設置して，アクアガス発生装置か

ら供給される水蒸気と熱水をノズルに送り込み粉末に噴霧

する またアクゲガス発生装置は 起動してから所定温度

のパインダを供給するまでに数十秒~数分の時間を要する

ことから，造粒工程開始前にあらかじめ起動しておく必要

がある 造粒工程を開始するまでは，供給されたパインダ

を造粒容器外に排出し，造粒工程開始時にパインダ流路を

三方弁にて切り替えてパインダを造粒容器内に導入する.

アクアガスの噴霧においては，ノズル内圧によって水蒸気
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図 4 アクアガスをパインダとした流動層進粒装置

と水滴の比率が決まるため，ノズル内圧は極力，一定に保

つことが望ましい そのため，ノ1インダ流路切り替え時に

おける流路内の圧力変動を防ぐ目的で，パインダ排出経路

の先端には，造粒容器内に設置されたノズルと同型番のノ

ズルが取り付けられている.造粒以外の工程では，粉末に

よるノズルの詰まりを防ぐため ノズルから空気を噴射す

る.またその際に，三方弁からノズルまでの流路の温度が

低下すると，パインダ噴霧開始時に流路内で水蒸気の凝縮

が起こか正常なパインダ供給の妨げになる これを防ぐ

ため，ノズルから噴射される空気はヒータにて加熱されて

いる.なお，アクアガスパインダによる流動層造粒では，

流動層造粒機は一般的に使用されているものが使用可能で

あり，アクアガス発生装置を接続する以外には特別な改造

も不要である

ところで，オープンなどにアクアガスを供給する場合は，

断熱された準密閉の加熱室に水蒸気を噴霧することから，

水蒸気の持つエネルギはおおよそ保存されて，加熱室内は

過熱水蒸気で満たされる. しかしながら流動層造粒におい

て造粒容器内にアクアガスを供給する場合は，流動用の気

流が常に容器内に供給され またフィルタを通して排出さ

れることから，容器内部が過熱水蒸気で満たされることは

ない 容器に供給される気流温度が80tで，容器内に含水

率が 10-20%w.b.の食品粉末が仕込まれている条件にお

いて，アクアガスパインダを造粒容器に供給した場合でも，

容器からの排気温度は 30-40t程度と，それほど高くはな

らない

4. アクアガスパインダによる食品粉末の造粒事例

アクアガスおよびグアガム 0.15%水溶液をパインダとし

て粉末の造粒を行なった際の，パインダ添加量に対する頼

粒の平均粒子径(体積中位径 d50)の変化を図 5に示す.粉

末原料はトウモロコシデンプン 800gとデキストリン 200

gを混合したものである 粉末原料へは 80tの空気を 500

L/minで供給し流動層を形成させたグアガム水溶液は

二流体ノズルにて，微粒化用空気圧力を O.l5MPaとして

噴霧している アクアガスパインダについては，パインダ

噴霧ノズル内の水蒸気圧力がグアガム水溶液パインダの噴

霧条件と同等.になるよう調整したところ，水蒸気流量が 18.8

g/minとなった 詳細に調査すると，供給された水蒸気

18.8g/minのうち，約 2.5g/minが粉末に凝縮していると

みなせることがわかった.また，流動層に噴霧された液滴

は一部が蒸発するが，アクアガスの水滴はグアガム水溶液

と比較して約 3.7%多く蒸発しているとみなせることがわ

かった.アクアガスの水蒸気の凝縮と水滴の蒸発を考慮し

て，グアガム水溶液パインダをlOg/minおよび20g/min

で噴霧した場合と粉末の水分変化が同等となるようにアク

アガスの水滴流量を調整した結果，水滴流量はそれぞ、れ7.8

g/minおよび 18.3g/minとなった.

図5では横軸はパインダ添加量を粉末原料の乾物質量で

割った値となっており，粉末に対するパインダの添加比率

となっている.アクアガスパインダの添加量については，

水滴の添加量に水蒸気凝縮量を加えた量としている.パイ

ンダを添加していくことにより粉末の平均粒子径が大きく

なっており，穎粒が生成されていることがわかる.またパ

インダ添加量に対する穎粒の成長について，アクアカースパ

インダおよびグアガム水溶液パインダを比較すると，アク

アガスパインダを用いた方が少ないパインダ(水分)添加

量で頼粒が成長していることがわかる.グアガム水溶液パ

インダを 10g/minで噴霧している条件では.100分間造粒

を続けると平均粒子径が約 130μmの穎粒が生成するが，

同様の水分変化となるようアクアガスパインダを加えると

約 40分間造粒を行なうことによって，同等の平均粒子径

の頼粒が生成し，約 60%の水分削減効果があることが分

かる またグアガム水溶液パインダを 20g/minで噴霧し

ている条件では. 25分間造粒を続けると平均粒子径が約

160μmの穎粒が生成するが，アクアガスパインダを使用

すると 20分間弱の造粒で同等の平均粒子径の頼粒が生成

し.24%程度の水分削減効果があることが確認された.結

果の図示は省略するが，時間当たりのパインダ添加量をさ

らに増やしていくと，両パインダ聞の頼粒成長効率の差は

小さくなったことから，水分削減効果という視点からみれ

ば，アクアガスパインダは水滴流量が少ない条件で使用し

た方が良いということになる. しかしながらアクアガスパ

インダにて水滴流量を減らしていくと，必ずしも良いこと

ばかりではなくなってくる

アクアガスおよびグアガム水溶液パインダで造粒された

穎粒の粒度分布を図 6に示す.グアガム水溶液パインダに

ついては，図 5で示した各条件で最終的に得られた頼粒

(パインダ供給速度 10g/min では 100 分間 • 20g/minでは
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パインダによる頼粒の粒度分布の遣い

らが試みた限りでは，粉末の含水率を大きく上げることな

く効率的に造粒が行なえたものの，生成した穎粒の径のバ

ラツキが大きく.100円玉大の組大粒も多く発生していた

水蒸気パインダには大きな穎粒をより大きく成長させよう

とする作用が強いと考えられ，流動層造粒などパッチ式の

造粒方法では頼粒径のバラツキが大きくなると考えられ

る.アクアガスをパインダとして用いた場合は，水滴が頼

粒の成長核を生成して，さらに水蒸気が効率的に核を成長

させていると考えられ，比較的均ーな径の頼粒が少ない水

分添加量で生成すると考えられる アクアガスパインダに

おいても水滴流量が少ない条件では，通常の水蒸気と近い

条件になり，頼粒の粒度分布が広くなったと考えられる.

したがってアクアガスパインダを使用する場合は，必要と

なる頼粒の均一性とパインダ削減効果のバランスを考え

て，水蒸気と水滴の比率を調整する必要がある.

電子顕微鏡で撮影した頼粒の画像を図 7に示す.アクア

ガスおよびグアガム水溶液パインダで造粒された頼粒の画

図 6

25分間造粒したもの)の粒度分布をそれぞれ示しており，

比較対照としたアクアガスパインダで造粒された頼粒につ

いては，対応するグアガム水溶液パインダで造粒された穎

粒と， もっとも平均粒子径が近い頼粒の粒度分布を図示し

ている.グアガム水溶液パインダを 10g/minで噴霧した

条件で比較すると，アクアガスパインダで造粒された頼粒

は，広い粒度分布を持つことがわかる.一方で、グアガム水

溶液パインダを 20g/minで噴霧した条件で比較すると，

両パインダにより造粒された頼粒の粒度分布はほぼ一致す

ることが確認された

ところで水蒸気をパインダとして用いる造粒技術として

は，スチームジェット造粒などが報告されている'?:l)-やス

チームジ、エツト造粒では連続的に落下している粉末原料に

対して水蒸気を噴霧し凝縮させて頼粒を生成するが，均ー

な粒径の頼粒を生成するためには粉末を低密度で落下させ

るなどの調整が必要で、ある.また水蒸気のみをパインダと

した流動層造粒についての報告例は見当たらないが，著者
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図 7 クアガム水溶液パインダおよびアクアガスパインダで

造粒された頼粒の構造

(上 ・グアガム水溶液，下:アクアガス)

像を比較すると，グアガム水溶液パインダで造粒された頼

粒は，粒子同士が密に決着しており，締まった構造に見え

るのに対して，アクアガスパインダで造粒された頼粒には

所々に空隙が見られる インスタントスープや飲料などの

頼粒を湯や水に溶かす際には，まず頼粒が湯や水中に分散

した後，頼粒がほどけて溶解していく.アクアガスパイン

ダで造粒された頼粒は，湯への溶解性が良いことが確認さ

れているがお:空隙が多くなることにより頼粒のほどけが

良くなっていることがこの理由として考えられる.

5. おわりに

粉末食品などの流動層造粒において，水蒸気と水滴を組

み合わせたアクアガスパインダにより，パインダ添加量を

低減してプロセスを効率化させる技術について紹介した

消費者の食の噌好は多様化を続けており，またより取り扱

い簡便な商品が求められている.今後， インスタントスー

プなどの粉末食品においても，さ らに多様で便利な商品が

求められていくと考えられるが，今後もより多様な粉末原

料に対応し，効率の良い造粒プロセスを開発していきたい.

文献

1) Teunou， E.， Fitzpatric， J.]. and Synnott， E.C.， Characterisation 

of food powder flowability.]. Food Eng.， 39， 31-37 (1999) 

2) Fitzpatrick， J.].， Iqbal， T.， Delaney， C.， Twomey， T. and Keogh， 

M.K.， E佐 ctof powder properties and storage conditions on 

the flowablility of milk powders with differ巴ntfat content.J 
Food Eng.， 64， 435-444 (2004). 

3) Fitzpatric， JJ. Barringer， S.A. and Iqbal， T.， Flow property 

m巴asurementof food powders and sensitivity of Jenike's 

hopper design methodology to the measured values.]. Food 

Eng.， 61， 399-405 (2004) 

4) Fasina， 0.0.， Flow and physical properties of switchgrass， 

pe叩 uthull， and poult.ry litter. T. ASABE， 49， 721-728 
(2006) 

5) 五月女格，津田升子，阿部繭子，ムハマドシャリフホッセ

ン，板倉真由実，竹中真紀子，岡留博司，五十部誠一郎，粉

砕方法および粒子径が米粉の Carrの流動性指数および噴

流性指数に与える影響，日本食品工学会誌， 10， 95-106 
(2009) 

6) Jinapong， N.， Suphantharika， M. and J amnong， P.， Production 

of instant soymilk powders by ultrafiltration， spray drying 

and fluidized bed agglomeration.]. Food Eng.， 84， 194-205 
(2008) 

7) Schub巴rt，H.， Instantization of powdered food products. 1nt. 

Chem. Eng.， 33， 28-45 (1993) 

8) Harkonen， H.， Koskinen， M.， Linko， P.， Siika油 0，M. and 

Poutanen， K.， Granulation of enzyme powders in a fluidized 

bed spray granulator. L WT-Food Sci. Technol.， 26， 235-
241 (1993) 

9) Schuchmann， H.， Production of instant foods by j巴tagglome-

ration. Food Control， 6， 95-100 (1995) 
10) Pathare， P.B.回 dByrne， E.P.， Application of wet granulation 

process巴sfor granola breakfast cereal production. Food 

Eng. Rev.， 3， 189-201 (2011). 

11) Dacanal， G.c. and Menegalli， F.C.， Selection of operational 

parameters for th巴productionof instant soy protein isolate 

by pulsed fluid bed agglomeration. Powder Technol.， 203， 

565-573 (2010) 
12) 吉田照男，造粒技術の動向と活用，食品工業， 52， 48-58 

(2009). 

13) Seo， A.， Holm， H. and Schafer， T.， Effects of droplet size阻 d

type of bind巴ron the agglomerat巴 growthmechanisms by 

melt agglomeration in a fluidised bed. Eur. J Phan冗.Sci.， 

16， 95-105 (2002). 

14) T田， H.S.，Salman， A.D. and Hounslow， M.J. Kinetics offluid-

IS巴dbed melt granulation 1 : The effect of process variables 

Chem. Eη!g. Sci.， 61， 1585-1601 (2006). 
15) 五十部誠一郎，小笠原幸雄，根岸由紀子，殿塚婦美子，アク

アガス(微細水滴含有過熱水蒸気)システムの開発と農産

加工への応用，日本食品科学工学会誌， 58， 351-358(2011) 
16) 梅田圭司，名達義岡1]， 宍戸弘，丸山 量，小笠原幸雄，山

本巧，五十部誠一郎，被加熱材料の加熱方法及びその装

置，特許第 4336244号， (2009.7.3). 
17) 五月女格，井上孝司，片桐孝夫，竹内博一，津田升子，岡留

博司，五十部誠一郎，水蒸気ー水二相パインダによる流動層

造粒における加水量削減技術の開発，日本食品工学会誌，

15， 25-35 (2014) 

18) 伊奥田浩志，西村伸也，野邑奉弘，過熱水蒸気乾燥における

凝縮から蒸発への反転過程(球および無限平板の一次元伝

熱モデルによる反転過程の簡易推算法上 日本機械学会論文

集 (B編)， 66， 2681-2688 (2∞0) 
19) 殿塚婦美子，長田早苗，谷武子，根岸由紀子，奥崎政美，

香川芳子，アクアガス加熱食材の基礎的調理加工特性に関

する研究 第l報プロッコリ ーについて， 日本食生活学会

誌， 16， 242-248 (2005) 

20) 殿塚婦美子，長田早苗，谷武子，根岸由紀子，奥崎政美，

香川芳子，アクアガス加熱食材の基礎的調理加工特性に関

する研究第2報枝豆の加熱法・加熱時間による物性および

色調について， 日本食生活学会誌， 18， 245-264 (2007) 
21) 長田早苗，殿塚婦美子，谷 武子，根岸由紀子，奥崎政美，

香川芳子，アクアガス加熱食材の基礎的調理加工特性に関



( 7 ) シリーズ一地域食品研究のエクセレンス(第 10回) 五月女・他:アクアガス造粒法 253 

する研究第3報だいこんについて，日本食生活学会誌， 18， 

223-230 (2007). 
22) 殿塚婦美子，長田早苗，谷武子，根岸由紀子，奥崎政美，

香川芳子，アクアガス加熱食材の基礎的調理加工特性に関

する研究第4報さといもについて，日本食生活学会誌， 19， 

214-223 (2008). 
23) 長田早苗，殿塚婦美子，谷武子，根岸由紀子，奥崎政美，

香川芳子，アクアガス加熱食材の基礎的調理加工特性に関

する研究第5報にんじんについて，日本食生活学会誌， 19， 

239-246 (2008) 

24) 桑原節子，松原弘樹，殿塚婦美子，がん治療患者(造血幹細

胞移植患者)に対する栄養食事管理の改善一微細水蒸気の

殺菌効果，臨床栄養， 121， 822-826 (2012). 

25) Sotome， I.， Ogasawara， Y.， Nadachi， Y.， Takenaka， M.， Okadome， 

H.叩 dIsobe， S目， Measurement of steam/water ratio in the 

nozzle jet of皿 ovensystem using superheated steam and 

hot water spray.]tn. ]. Food Eng.， 10， 163-173 (2009) 
26) 五月女格，アクアガス(微細水滴含有過熱水蒸気)システム

の開発と農産加工への応用，冷凍， 88， 624-627 (2013). 

27) Hogekamp， S.， Schubert， H. and Wolf， S.， Steam jet agglome-

ration of water soluble material. Powder Technol.， 86， 49-57 
(1996). 

28) 日ogekamp，S.， Steam jet agglomeration -Part 1 : Production 

of redispersible agglom巴rat巴sby steam jet agglomeration. 

Chem. Eng. Technol.， 22， 421-424 (1999). 
29) Hogekamp， S.， Steam-jet agglomeration -Part 2・Modeling

agglomerate growth in a modi宣巴dsteam寸etagglomerator. 
Chem. Eng. Technol.， 22， 485-490 (1999). 

30) Martins， P.C. and Kieckbusch， T.G.， Influence of a lipid phas巴

on steam jet agglomeration of maltodextrin powders. 

Powder Technol.， 185，258-266 (2008). 

31) Vissotto， F.z.， Jorge， L.C.， Makita， G.T.， Rodrigues， M.I皿d

Menegalli， F. C.， Influence of the process parameters and 

sugar granulometry on cocoa beverage powder steam 

agglom巴ration.].Food Eng.， 97， 283-291 (2010). 

32) Dhanalakshmi， K.， Ghosal， S. and Bhattacharya， S.， Agglome-

ration of food powder and applications. Crit. Rev. Food Sci.， 

51， 432-441 (2011) 

33) 井上孝司，片桐孝夫，五月女格，アクアガス(水蒸気水二

相)パインダによる粉末食品造粒技術の開発，日本食品工

学会誌， 16， 83-87 (2015). 

(平成 28年 1月26日受理)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

