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食パンの高温域における有効熱伝導率の測定

陶 慧*・鈴木 功*

Measurement of E妊'ectiveThermal Conductivity 

of White Bread at High Temperatures 

T AO Kei. and SUZUKI Isao. 

* Department of Food Science and Technology， College of Bioresource Sciences， Nihon Uniνersity 

1866， Kameino， Fujisawa-shi， Kanagawa 252-8518 

The e妊'ectivethermal conductivity of white bread is one of the most important properties for 

analyzing the engineering of baking. In previous studies， the thermal conductivity of white bread was 

measured within a temperature range from 5 to 80t， and a heat transfer model was designed. In this 

work， the effective thermal conductivity of white bread above 80t was measured using a short 

needle measuring probe and a microwave heating oven to prevent changes in the physical properties 

of the bread at high temperatures. Moreover， the effective thermal diffusivity of baking dough was 

determined by measuring its center temperature during baking. Using the results obtained， baking as 

well as the specific heat and bulk density of baking dough， the e妊ectivethermal conductivity of 

baking dough was calculated. Then the e妊ectivethermal conductivity of baking dough was compared 

with that of white bread of the same temperature. The effective thermal conductivity of baking dough 

was higher than that of white bread. This result might be due to the di妊'erencein a material 

between baking dough and white bread. Baking dough is in a dynamic state， where as white bread is 

m a static state. 

食パンの有効熱伝導率は，パンの焼成時間の推定や焼

成中の生地変化などのメカニズムの工学的解析，焼成後

のパン製品の冷却時間の推定，ラスクやトーストなどと

いったパン製品をさらに加工した食品の製造プロセスの

設計，冷凍加工における冷凍時間の算出など，さ まざま

な場面で必要な物性値である。既報川}において，研究

室製ならび可こ市販の食パン製品について，標準物質を使

用し両面を異なる温度で加熱した平板比較定常法，両面

を同じ温度で加熱する平板非定常法，熱線プロープを使

用した非定常法などで有効熱伝導率を測定し， 3 -80t 

の温度範囲で約0.12-0.32W・m-1K-1の値を得た。

パンなどの水分含量が高く多孔質である食品は，その

物理的性質上，高温域 (80-100
0

C)における有効熱伝

導率の測定は非常に困難である。すなわち，試料温度を

恒温に均一化するのは困難であり，また高温において変

形しやすく，水分分布も不均一になり，水分の逸出も起

こりやすい。

本研究では，これらの測定上の難点を考慮し，長さの

短い針状の熱伝導率測定用プロープと高周波加熱を併用

することにより，高水分含量で多孔質な試料の構造や状

(Received Oct. 20， 2005 ; Accepted Jun. 15， 2006) 

態の変化を最小限に抑え，高温域の有効熱伝導率を短時

間で測定する方法を試みた。また， 実際のパンは焼成時

間の後半大部分が80
0

C以上で行われることを考慮のうえ，

特に80t以上の高温域における有効熱伝導率について，

食パン製品の実測値と，焼成中の生地温度変化から得た

有効熱拡散率から求めた値と比較検討した。

実験方法

1 .試料

実験は，既報において 3-80tの温度範囲で有効熱伝

導率を測定した試料と同様の，日本国内の市場に広く普

及している大手製パン会社の一般的な角形食パン(山崎

製パン附製 ・サンロイヤルブレッド)を用いた。この製

品は品質のばらつきが少なく，新鮮なものを実験に供す

ることが可能である。その平均組成をTable1に示した。

製品は 3斤サイズ(約12.5 x 12. 5 x 38cm)で焼成された

ものであり，有効熱伝導率測定用試料は，変形を防止す

るためにクラスト付きのままで，軸方向に厚さ 8cmにス

ライスしたものを用いた。スライス後水分逸出防止を目

的として，直ちにポリ塩化ピニリデン包装ラップでゆる

* 日本大学生物資源科学部食品科学工学科(干252-8510 神奈川県藤沢市亀井野1866)
E-mail:陶慧;ktao@brs.nihon-u.ac.jp，鈴木功;isaos@brs.nihon-u.ac.jp 
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Table 1 Composition of general white bread 

Component Content [%] 

45.0 

9.8 

3. 7 

1.5 

1.5 

Carbohydrate 

Protein 

Lipid 

Fiber 

Ash 

Moisture (pH = 5.36) 38.5 

めに密封包装し，加熱 ・測定に供した。

2.水分含量，真密度， 嵩密度，比熱容量

試料の水分含量は，キシロール蒸留法3)およびカール

フイ ツシ ャ一法 (京都電子MKA-210，三菱化成高力価

試薬SS)，真密度はヘリウムガス置換法(エステ ック製

自動体積計VM-100)で求めた。また，嵩密度は，試料

が幾何学的に正確な寸法に調整可能であるので，重量を

計測容積で商じて算出した。

比熱容量の測定は，示差走査熱量計 (リガク製， DSC 

-8240D) を用い，アルミ製密閉試料容器 (直径 5凹×深

さ2.5醐)に試料を充填し，温度25-100
0

C，昇温速度 2
0

C

/minにて測定を行った。

3.高温域における有効熱伝導率の測定

( 1 )試料の加熱方法 業務用電子レンジ(東芝製，

ER-2030高周波出力1，000W発振周波数2，450MHz)を用

いて測定試料を急速に高周波加熱し，測定温度まで一気

に昇温させた。試料温度が70-100
0

Cに達する加熱時間

は約30-60秒であった。

加熱後の試料はFig.1に示したような厚さ約 3cmの発

泡スチロール製の保温箱に入れ， 急激な温度変化を防止

した。さらに直径0.2凹の熱電対を試料に数カ所セ ット

し，試料内部の温度むらについて観察し，暫時恒温槽

(いすず製作所製，水晶μ-4001)内に保持後，測定プロ

ープおよび各部熱電対の温度差が:tO. 5t以内の範囲に

おいて測定を行った。なお，電子レンジ加熱庫内におけ

る加熱むらについては， 等温度・ 等容量の蒸留水を入れ

たビーカーを庫内各位置に数個置き， 一定時間加熱後の

各ビーカーの上昇温度について分布図を作成することに

より調べ，最適加熱位置および時間を決定した。

( 2 )熱伝導率測定用プローブ できるだけ小さい試

料で測定が行えるように， SWEAT')のプロープを参考に

し， Fig.2のような全長50mm，直径0.2凹の針状のプロー

プを作成し，非定常熱線法を用いて測定を行った。この

プロープはケース自体が発熱体になるため効率的に加熱

することができるが，リークを防止するために念のため

to measunng 
apparatus 

~I 
3cm 

|て 汁|←
13cm 3cm 

Fig. 1 Setting of samples (right: cut away model) 

X : thermo-couple 

To cold junctlon 

「田'
Heater power supply 

Thermo-couple out 
(JIS type K) 

5Omm 

出
¥¥
…
一
/

Insulated thermo-couple 
Power supply is located on cente; of inner probe needle 

Fig.2 Thermal conductivity measuring probe (below: position of wiring in probe needle) 
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唱
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(Probe) (Measuring Apparatus) 

Constant Voltage 
Power Supply 

AC 100V-静

Schematic apparatus for thermal conductivity measurement Fig.3 

量45%のときの計算債である。図上のO印は，本実験に

おける針状プロープを用いた測定結果である。特に， 60
0

C

以上の温度域の値は電子レンジを用いて高周波加熱した

ときの測定値である。

高周波加熱によるデンプン性製品への物理化学的影響

は，山内ら8) 肥後ら吋こより，加熱後，損傷を受けた糊

化デンプン粒子から，温度の低下に伴い徐々に水分が逸

出し，急速に硬化するとの報告がある。すなわち加熱後

高温で保持し，高温において短時間のうちに測定を行っ

た場合は，高周波加熱によるデンプン粒子へのダメージ

の影響は測定上問題ないものと考えられた。

既報における有効熱伝導率の測定は，恒温恒湿槽内に

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

同凶

-g
・区ゴ

: measured using needle probe 
-一:calculated21 
O 

0.1 

シリコングリスを薄く塗布し電気的に絶縁した。プロー

フゃ測定値の解析方法はSWEATの方法に準じ，その系統図

をFig.3に示した。すなわち装置は，プロープケースの

加熱を制御する電源部と，加熱による温度変化を測定し

解析するコンピュータ部に分けられ，測定時間は112秒

とした。測定値の校正については， 0.5%寒天水溶液を

使用し水の物性値を考慮のうえ，実験毎に補正を行った。

また，必要に応じてシリコンゴム (A=0.192W'm-1 

K-1
) も用いて校正を行った。

なお，計算にはひとつの試料における 1回目の測定値

のみを採用した。

4.焼成中の生地の有効熱伝導率

焼成中のクラム温度は100
0

Cを超えない5)ことから，蓋

付き焼成型使用の食パンの焼成について，クラム長方体

が100
0

Cで加熱されるという考え方により，焼成中の生

地中心温度の測定結果に直方体の 3次元非定常熱伝導方

程式61.71を適用し，焼成中のパン生地の有効熱拡散率を

算出した。すなわち，焼成中の生地中心温度，加熱温度，

加熱開始温度による無次元温度と焼成時間との関係を片

対数グラフで示すと焼成後半で直線に近似され，この傾

きから有効熱拡散率を算出した。ただし，この有効熱拡

散率値に相当する温度を厳密に想定するのは困難なので，

焼成中のパン生地が焼成とともに膨張して焼成型全体に

広がったときから，焼成が終了するまでの間の平均生地

中心温度72.5tを，有効熱拡散率値に相当する温度と仮

定した。

製パン試験に用いた焼成型は 3種類の大きさの直方体

(プルマンケース)で，配合・製法は一般的なもの川)を

使用した。

100 

Fig.4 Effective thermal conductivity of white bread 

measured using needle probe 

80 60 40 

t.OC 

20 O 

O 実験結果および考察

1.食パン製品の高温域における有効熱伝導率

本実験における有効熱伝導率の測定結果をFig.4に示

した。線で示したものは既報の結果で， 3 ~80oC の温度

域における実測値から得た実験式明ミら算出した水分含



試料を静置して試料の加熱を行っていたが，高温域の測

定を行う場合，長時間加熱する必要があるため，測定用

試料である食パン製品において， ① 水分の逸出が起こ

る。②水分や温度の分布が不均ーになる。① 自重によ

り変形が起こる。④測定用プロープを付けたまま加熱

するのでプロープにかかる負担が大きく，また，プロー

プを通して試料内部へ熱が入り込む。などの問題点が考

えられた。そこで，これらの影響を最小限に抑えるため，

食パン製品を急速に高周波加熱し，測定温度まで一気に

昇温させる方法を採用した。

各温度域における平均的な有効熱伝導率の測定値を

Table 2に示した。20-25tの室温域では0.158W'm-1

K-1となり値にばらつきがみられなかった (SD=

0.012)が， 80t以上の高温域では値に多少ぱらつきが

みられ (SD= 0.075-0.081)， 80t以上を想定した実験

式の値よりもやや高い傾向を示した。

なお，実測した有効熱伝導率に相当する温度について

は，単純に測定プロープの加熱開始温度と終了温度の中

間値とした。測定において，プロープ加熱温度差が，約

2 -10tの範囲でプロープのヒータ一部に電流を流した

が，特に90-100tの温度域での有効熱伝導率値の低い

方の値は，測定時の加熱により，プロープ周囲の水分が

減少したため，あるいは組織の収縮により接触が悪くな

ったことによると思われる。この推論を支持する理由と

して，同一試料で繰り返し測定を行うと 2回目以降の測

定値は著しく低下することが確認され 2回目以降の測

定は，プロープの加熱によりプロープ周囲の試料が乾燥

して断熱材に近い状態になったためと考えられる。

2.実用的な製品の有効熱伝導率について

既報で得られた 3-80tにおける実験式ならびに高周

波加熱を用いた80
0

C以上の温度域での測定結果より，食

パンの実用的な有効熱伝導率の実験式(変動範囲±

4%)が以下のように示された。

温度範囲t=5 -80tにおいて既報の実験式勺土，

( 12 ) 

また，温度範囲t=80-100tでは，

ん=0.1711-9x 1O-4.t+4x 1O-5.t2 

(t = 80-100t) 

A. = 0.105 + 2.31 X 10- 3 • t+ 4.227 X 10- 6 • t2 

(t = 5 -80t) 
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が得られた。

この実験式を用いることにより，製バンプロセスの工

学的解析，製品冷却時間の推算などの応用が可能と思わ

れる。

3.幌成中の食パンの有効熱拡散率

焼成中の生地中心温度 (tc)，加熱温度 (t∞=100
0

C) ， 

加熱開始温度 (ti= 45t) による無次元温度と焼成時間

(8) との関係をFig.5に示した。焼成後半で直線に近似

され，この傾きから有効熱拡散率(De)を算出した (Table

3 )。サイズが異なる 3種類のケースについてDe= 1.16 

-1. 21 x 10-6m'・S-Iの値が得られた。

。Q
G
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ん=0.0502 (1 + 0.002・t)[1 + 11.4 (1 + 0.0385・t).Vw 1 

であり，水分含量45%における水分容積率九=0.0958を

代入し整理すると， Baking time. min 

Fig.5 Time course of temperature during white bread 

baking Table 2 Typical effective thermal conductivities of 

white bread in various temperature ranges 
(The time when the Pullman case is filled with dough is zero.) 

Cp 

J' kg-1K-1 
Pb 

kg'm-3 Table 3 Effective thermal diffusivity of white bread 

during baking 

De 

m'・s

Pullman case inner size 

W X H  XLcm 

2，622 

2，633 

2.648 

2，671 

2，675 

220 

218 

217 

217 

210 

Ae 

W'm-1K-1 

(0.012)・・
(0.040) 

(0.043) 

(0.075) 

(0.081) 

Temp. range 

℃ 

0.158 

0.304 

0.340 

0.363 

0.351 

room* 

60-70 

70-80 

80-90 

90-100 

( 8.11)・
( 9.06) 

(10.21) 

1. 16 X 10-6 

1.18 

1. 21 

9.0 x 9. 0 x 18. 0 

8.5 x 8. 5 x 17. 0 

9.6 x 8. 8 x 18. 1 

* : coefficient of variation% (n = 5 -10) 

* : 20-25t 

・・:Standard deviation 
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4.幌成中と製品の有効熱伝導率の比較

焼成試験から求めた焼成中の生地の有効熱拡散率は，

平均してDe= 1. 18 x 10-6rn2・cl (Table 3) となった。

これに焼成中の生地中心温度の平均値 (72.5t)におけ

る嵩密度(ん)，比熱容量 (Cp) を用いて有効熱伝導率

(Ae) を概算してみると，

嵩密度の実測値 :ρ.=217 kg'rn-3 

示差走査熱量計による比熱容量の実測値

: Cp = 2， 648 J・kg-1K-1

となり，焼成中の生地の有効熱伝導率は，

Ae=De'ρ.'Cp=0.678 W'rn-1K-1 

と算出された。

一方，食パン製品の有効熱伝導率の実測値 (72.5t)

は，Ae=0.347 W'rn-1K-1となり，焼成中の生地にお

ける有効熱伝導率の方が約 2倍程度高い値を示した。

この理由として， ① 焼成中の生地では発酵後の残存

ガス(二酸化炭素，エチルアルコール)の撹祥作用があ

る。②焼成中における生地と製品との水分の移動差が

存在する。③嵩密度，比熱容量といった物性値が製品

と焼成中の生地では異なる，などの原因が考えられる。

すなわち，動的状態にある焼成中の食パン生地と，比較

的静的状態である食パン製品との状態差に起因している

現象と思われる。以上から，焼成中の有効熱拡散率を考

慮した有効熱伝導率は，実際にパンを焼成するときの焼

成時間の推定などの工学的解析を行う場合に有効な指標

になると推察され，解析には本値を使用するのが妥当で

あると考えられる。

要約

試料の構造ならびに状態変化を最小限に抑え，短時間

で高温域の熱伝導率を測定するために，高周波加熱法と

針状プロープを併用し，食パンの有効熱伝導率を測定し

た。また，焼成試験による生地の有効熱拡散率から得ら

れた焼成中の生地の有効熱伝導率値と，食パン製品の有

効熱伝導率実測値とを比較してみたところ，焼成中の生

地の有効熱伝導率値のほうが大きい結果となった。これ

は，焼成中のパン内部水分の移動や発生ガスの揖枠など

といった動的状態にある食パン生地と，比較的静的状態

である食パン製品とでの状態差に起因している現象と思

われた。これらの測定結果を総括することにより，パン

の有効熱伝導率のプロセスへの応用の可能性の確認がで

きた。また本報の測定方法は，高水分多孔質材料の高温

域の有効熱伝導率の迅速測定法として，他の食品への応

用も可能で、あると思われる。
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