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製糖副産石灰ライムケーキの粒状化について

第 1報造粒機械と造粒方法について
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Studies on Processing of Granular Limecake 

1. Manufacturing machinery and Granular Process 
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摘要

ライムケーキの粒状化に関して，粒径改善と量産性

を可能とした 2種類の造粒機を組み合わせた造粒方

法，強制乾燥コストを不要とした添加剤の使用，強度

と丸さをもたらす補助剤の使用の 3つの新技術を開発

した．

緒言

ライムケーキを粒状化し，そのまま乾燥した場合，

もろく粉砕しやすいため，プロードキャスタなどの既

存の汎用散布機では散布できず，またその乾燥コスト

も大きく商品化できなかった

筆者らは、 2種類の造粒機を組み合わせて製造する

技術と，その製造時に添加剤と補助剤を適量使用する

3つの造粒技術を開発し，ライムケーキ粒状品の強制

乾燥コストを不要とした量産する製造方法を完成し

た．更には，既成造粒機をライムケーキ専用に改良す

る事により，より製品の歩留を改善できたこのシス

テムにより，小規模ながら平成 18年 9月より北海道糖

業株式会社道南製糖所において生産を開始したので，

その製造方法について報告するまた，同所において

は，平成 20年 3月には 1バッチ 500Kgの生産が可能な

大型設備が完成する予定である，筆者らはこの造粒方

法をマグネシア造粒法と名付け， 2件の特許を出願中

（特許出願No.2005-368178, 2006-20937 4) である．

材料及び方法

1. 造粒機とその造粒方法

ライムケーキを粒状化する機械として，各種資材の

造粒化を行う機械として使用されている既存の写真 l

に示すペレガイア（隊北）II鉄工所製，VZ-lOOE,ドラム容

量 230L),及び写真 2に示す新規開発したスプロア（隊

北川鉄工所製， FZ-100,ドラム容量 117L)の 2種類の造

粒機を遠定，使用したこれらの造粒機械はバッチ方

式で原料 40L~60Lの造粒処理ができる．

写真 1 攪拌造粒機「ペレガイア」

写真 2 転動造粒機「スプロア」

2. 造粒機械の改良

上記 2種類の造粒機械を更にライムケーキの造粒に

適した専用機とするために，ペレガイア及びスプロア

の主要部品であるロータの形状の改良試験を行った．
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3. 添加剤及び補助剤の使用

1)添加剤

散布機に適応する固さや丸さを持ち，士壌での崩壊

性の有するライムケーキの粒状品を作るために添加剤

を使用した．添加剤としては，高炉セメント B種また

は酸化マグネシウムを 3%程度使用した．

なお，製品の圧潰強度測定には，木屋式硬度計（味

藤原製作所製，型式 043019-A) を用いた．

2)補助剤

粉砕し難い程度に丸さの改善を行う方法として，タ

ルク（珪酸マグネシウム）を 2%程度，補助剤として

使用したなお，製品の粒径等の測定には，丸さ及び

粒径を数百個一括して測定，統計処理できる円形度測

定システム（（財）＋勝圏振興機構と北海道糖業（株）の

共同開発）を使用した

結果及び考察

1. 造粒機とその造粒方法

1)ペレガイアは，粒状化に必要な解砕，混練，造粒，

整粒の一連の工程を行う撹拌造粒機である．この装置

の主な構成は，図 1に示す 2組のロータ持ったアーム，

ブレードである時計方向を正回転とすると，その動作

は解砕，混練時にはアームは逆回転 (20rpm), ロータ

は高速正回転 (450rpm) をする．造粒時には，アーム

は正回転に変わり，ロータは中速正回転 (350rpm) を

する．整粒時には，ロータは低速逆回転 (20rpm) し，

ブレードが整粒羽根として働き，この一連の動作によ

り造粒化が行われる．

アーム

図 1 ペレガイアの構造図

2)新規開発したスプロアは，ペレガイア同様，解砕，

混練，造粒，整粒の一連の工程を行う転動造粒機であ

る．この装置の主な構成は，図 2に示すドラムと 2組

のロータである．その動作は， ドラムとロータは常に

時計方向に正回転し，造粒時には，ロータは正回転

(300rpm)し，整粒時には，低速逆回転(20rpm)となり造

粒粒子と干渉しない動きをする．これら回転部分は，

インバータ制御となっており，材料に適した回転数を

選択できる．

図 2 スプロアの横造図

3)一般的には，撹拌造粒方式は長所として粒子核の

生成に至る初期造粒の時間は短いが，粒子は不定形の

粒子となり，その密度は小さくなりやすい． 一方，転

動造粒方式は初期造粒の時間が長くなるため，大屯が

できやすいが，撹拌造粒に比較して粒子は丸く，密度

は大きくなる．それぞれの造粒機は単独でもライムケ

ーキを造粒できるものの，商業生産とするためには，

造粒時間の短縮，歩留改善及び粉砕しない丸さが必要

であったため，図 3に示す 2つの機械で撹拌造粒と転

動造粒の役割を明確に分ける事により，それぞれの長

所を活かす製造方法を開発した．

□三ごり 三直亘@⇒立混練困世亘亘l⇒~ 亘亘｝［亘~
I ペレガイア工程 I I スプロア工程 I 

⇒亘 ⇒直西日 ⇒lフレコン詰め（製品）

図 3 ライムケーキ粒状化製造工程

4)ペレガイアでは解砕，混練及び粒子核の生成に至

る初期造粒を行い，次にスプロアに於いて粒子の成長

と整粒を行う工程としたこの運転時間は 10分以下で

あるが，ペレガイアからスプロアに造粒物を移し替え

るとペレガイアは直ちに次ぎのバッチが開始できるた

め，連続的なバッチ運転では，実質 5分程度となる．次

の仕上げ工程として，造粒品を 2,3日養生してから適

度な含水率まで自然乾燥させ，飾い分けを行い，製品

ができあがる．箭い分け工程では 5.6mmの飾目で飾っ

たものを，製品としている．
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2. 造粒機械の改良

1)ペレガイア，スプロアの 2種類の造粒機械をさら

にライムケーキ造粒に適した専用機とするために，主

要部品であるロータの形状を検討した結果，ロータの

ライムケーキと直接衝突する部分を削り落としナイフ

状とした写真 3にナイフ状としたロータプロックの

1枚を示す．これにより， ペレガイアでは解砕が効果

的に行われ、スプロアでは，粒径分布幅が狭くなり，製

品歩留は向上した

~ 

• 
｀ヽ

つ更！
写真 3 ナイフ状ロータブロック

2)また，ライムケーキの造粒に関しては，ロータの

改良前は含水率が概ね 28%~30%の範囲に入らなけ

れば造粒が難しかったが， 32%程度でも粒状化が可能

となり，粒状化の容易性は高まった

3. 添加剤及び補助剤の使用

1)添加剤について

適度な固さが得られ形状を維持し，士壌での崩壊性

を有するライムケーキの粒状品を作るため，高炉セメ

ント B種及び酸化マグネシウムを添加剤として使用検

討した

ペレガイアで製造した高炉セメント B種の添加量

別製品の圧潰強度を図 4に示す．ペレガイアだけで造

粒を行うと，粒径も大きくなりやすく，また粒径分布蝠

も広いため，造粒品開発当初は，粒径 8mm以下を製品と

する予定であったので，目視選別のし易い粒径 7.5mm

¢ 士0.5mmを試料とした測定値は試料 30~50個の平

均値である．高炉セメント B種を添加したライムケー

キ造粒物は，添加趾がライムケーキ重量に対して

2. 5%~5%において，その圧潰強度が添加量に関係な

く，含水率が異なっても 0.lKgfから 0.2Kgfの一定の

圧潰強度が得られた．なお，セメントの一種である酸

化マグネシウムにおいても同様の結果であった．

圧潰強度
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また，無添加で造粒したライムケーキ造粒物は， 含

水率が 7%以上になると急激に圧潰強度が失われた．

造粒物の形状を維持するためには，吸湿を考慮すると

少なくとも含水率を 2~5%とした乾燥が必要である

が，高炉セメント B種を添加した造粒物は，含水率が

7%を越えても圧潰強度が消失せず， 0.lKgf以上のほ

ぼ一定した圧潰強度を示した現在、含水率 24%まで

同様の圧潰強度を確認しており，これ以下の含水率で

あれば，形状を維持した製品が可能と考えられ，添加剤

を3%程度使用することとした

なお，図 5に示すとおり，高炉セメント B種の添加

量はライムケーキ重呈に対して 5%を超えると添加量

の増加に伴い圧潰強度は更に増加した．
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2)補助剤について

ライムケーキ粒状品は，表面の凹凸が多いと粉砕し

粉塵が発生しやすいこのため，そのような粉塵を減少

させるため丸さを向上する方法として，タルク（珪酸マ

グネシウム）を 2%程度使用した．

スプロアでの造粒時，タルク添加後の 60秒毎の時間

別の製品の粒径分布を図 6に示す．造粒が終了し，整

粒に移行する時点でタルクを添加するが，整粒開始を

0秒（起点）として， 60秒毎に試料を得た.60秒後の

粒径分布は開始時と大きく変わらずタルクは短時間で

全体に行き渡り，粒径の成長を抑制しているのが判る．

また，整粒時間が 120秒以上経過すると 2mm以下の粒

子がほとんど無くなる事から，歩留の向上が可能とな

った．

参考文献
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