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誘電体配置による食品のマイクロ波均一加熱
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A Study on Uniform Microwave Heating of Food 

by Arranging Dielectric Material 

Ryosuke SUGA
U
， Osamu HASHIMOTO¥ Taichi lJUIN

2
， and Tetsuya TAKATOMI 

1AのlamaGakuin Universi机5-10-1Fuchinobe， Sagamihara-shi 229-8558， Japan 
2 Daiwa Can Company， 5-5-1 nishihashimoto， sagamihara-shi 229-1183， Japan 

In the case of sterilizing foods by microwave heating， uneven heating is occurd inside heated 

foods. It is prob1em that unheated part occurs shortage of sterilization and overheated part occurs 

deterioration of foods. In this paper， uniform heating technique by arranging die1ectric materia1 is 

proposed， by app1ying previous1y-reported technique which using distilled water. By using the method， 

sterilizing food in arid condition become possib1e. And change of comp1ex pe釘rm註i辻泊t抗ti討vi匂tyand thickness 

Oぱfmateria1 can c∞ontr叫 absorbedpower distribution inside the food. We estimated this technique by 

focus on absorbed power inside the food and power 10ss inside die1ectric material. As a resu1t， uniform 

heating of food is achieved by arranging high-permittivity die1ectric. But， high-permittivity die1ectirc 

deteriorate heating efficiency because of increase of power 10ss inside die1ectric material. There is 

trade-off between uniform heating and heating efficiency. It is considerd that an optima1 va1ue of 
die1ectric constant and thickness is exist. 
Keywords: 担icrowaveheating， Uniform heating， Uneven heating， Die1ectric materia1， Heating 

efficiency 

1.緒 5 

工業用電子レンジの使用目的の 1っとして，食品工

場における食品の高温短時間での連続加熱殺菌が挙げ

られる [1]. しかし，加熱!車内に配置した食品に加熱ム

ラが生じ，加熱不足部分における殺菌不良や過加熱に

よる食品の劣化が問題となっている [2]. このような問

題に対して，家底用電子レンジ内部に艶置された食品

の加熱ムラの解析的な把握を臣的とした研究 [3，4]が行

われている. しかし，これらの論文では加熱ムラが生

じた食品内部の電磁界分布については検討されている

が，その改善手法については報告されていない.

そこで我々は，実験及び解析の両国から食品の均一

加熱について検討しており，この種の問題に対する

FDTD法のこの種の問題への有効性を確認し [5，6]，蒸

(受付 2008if. 5丹10B.受理 2008年 10!'l8日)
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留水を食品周囲へ配置することによる加熱ムラ低減手

法 [7]を提案している. しかし，上記の手法では食品

の加熱殺菌の見地から殺菌に水を用いるのは好ましく

ないことや，食品容器の他に蒸留水配置用の容器が必

要など実用上の問題があった.

そこで，本論文では加熱殺菌の対象としてゼリーに

着呂し，そして，文献 [7]における蒸留水に代わり，誘

電体を配置した均一加熱について検討した具体的に

は，上記した誘電体の厚みおよび複素比誘電率を変化

させ，各状態において均一加熱及び誘電体内部におけ

る損失電力について評価を行った.本手法を用いるこ

とにより，乾燥下における加熱殺菌処理が可能となる

ことから，より食品の殺菌に適した手法である.また，

食品容器が 1つで、済むことから，適切な誘電体材料で

容器を製作することにより均一な加熱が可能となると

いった，実用上の利点がある.
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2. 吸収電力分布解析 2.2解析結果

2.2.1 ヒストグラム
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2.1 解析モデル

Fig.1に解析モデルを示す.本モデルの妥当性は文献

[8]において報告済みである.本解析では，自由空間に

ゼリーなどの高粘度・固形食品を模擬した複素比誘電

率 73.6-j11.1(測定値)の食品モデル [5]をひとつ配置

している.食品寸法は一般的に販売されているゼリー

を考慮し，円柱形状(半径 32mm，高さ 10mm)とした.

また，円柱形食品の周囲に厚み dmmの誘電体を配置

した.本誘電体へ入力した按素比誘電率 (ι=E'r-E"r)

をFig.2に示す.また一例として，含水率が高く本論

文における食品と複素比誘電率の近い水， じゃがいも

の複素比誘電率をそれぞれ・印で示している [10]. こ

のように含水率の高い食品は，本解析における誘電体

の複素比誘電率と比較的近い値になることが考えられ

る.また，被加熱物質である食品と複素比誘電率が大

きく異なると物質表面における電磁波の反射が大きく

なると考え，複素比誘電率実部 t:;'rは60，70， 80， 90， 

虚部 εうは 5，10， 15とした.そして，本解析モデル内

部における上部から， 2.45 GHz， 1 V 1mのCW波を入

力し，食品吸収電力および誘電体内部における損失電

力を解析した なお，本食品および誘電体内部は全て 1

mmx1mmX1mmの均一な立方体セルで構成した.

本論文では，食品内部で潟費され食品の温度上昇に

寄与する電力を吸収電力，居間の誘電体内部で消費さ

れる電力を損失電力，さらに入力電力に対する吸収電

力の割合を加熱効率と定義する.すなわち損失電力が

高い場合，加熱効率は低下する.

なお，本解析には CST社製電磁界シミュレータ MW

STUDIO 2006を用いている.
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Fig. 1 Analytical model. 

食品内部における吸収電力について，以下に述べる

ヒストグラムを用いて評価を行った.本ヒストグラム

は横軸に吸収電力，縦軸には吸収電力の各帯域に入る

セル数の合計数を示している. ここで，セルとは電磁

界解析における解析空間を構成する微小直方体のこと

である.またセルをカウントするための吸収電力帯域

は， 0.05 W/m
3
とした.本ヒストグラムが描く曲線の

幅が狭い場合，食品内部における吸収電力のバラツキ

が小さいことを示す.すなわち均一な加熱が実現され

ていることを示す.また，ヒストグラムが描かれる吸

収電力の帯域が高吸収電力側に位置する程，照射され

た電磁波の電力を効率よく吸収している，すなわち加

熱効率が高いことを示す.

2.2.2 吸収電力の評値

Fig.3に誘電体を配置しない場合，すなわち食品単体

の場合における吸収電力のヒストグラムを示す.間関

から， 0~0.35 W 1m
3
の間に分布していることを確認で

きる.

Figs. 4~9 に一例として ε'r=60 ， 90， t:;"r=5， 10， 15 

の場合のヒストグラムを示す. sr=60-j5の場合では誘

電体厚み dによってヒストグラムは大きく変化してい

ない.高誘電率を有する誘電体を配置した場合，dの増

加に伴い低吸収電力の領域が増加，高吸収電力部位が

抑制されており，均一に加熱される傾向が確認できた.

しかし，全体としてヒストグラムが低吸収電力側へシ

フトしているため，加熱効率の低下により加熱時間の

増加が考えられる.
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Fig.2 Complex permittivity of dielectrics and food (as example). 
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Fig. 5 Histgram of absorbed power (er=60づ10).
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Fig. 7 Histgram of absorbed power (ι=90-j5). 

2.2.3損失電力の評価

Figs. 10~12 に，食品の周囲へ配置した誘電体の複素

比誘電率及び厚み dの変化による誘電体内部における

損失電力の変化を示す.本論文においては，誘電体内

部における損失電力の均一牲を議論する必要はないた

め，同図においては損失電力の積分値を示している.

実部の増加に伴い，誘電体内部における損失電力は低
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Fig. 4 Histgram of absorbed power (ε戸 60-j5).
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Fig. 6 Histgram of absorbed power (ι=60ーj15).
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Fig. 8 Histgram of absorbed power (ι=90-j10). 

下し，虚部ε~が増加すると，損失電力も増加する傾向

が確認できた.

また，日gs.4~9 から誘電体厚みを厚くするとヒスト

グラムの!障が狭くなり均一に加熱される傾向が確認で

きるが， Figs. 10~ 12から，誘電体厚みと損失電力は線

形的に変化することがわかる.すなわち誘竃体を厚く

すると均一加熱を実現できるが，損失電力が高くなり，
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吸収電力は低下するため 加熱効率の低下が見込まれ

る.誘電体を食品周囲へ配置する本手法においては，

均一加熱と加熱効率がトレードオフの関係にあり，食

品の形状や誘電率から最適な誘電体の誘電率や厚みが

存在すると考えられる.

さらに， Figs. 13， 14に高さ 5mmの位置における食

品内部y方向の吸収電力分布を示す.それぞれ誘電体

の複素比誘電率が 60-j5，90-j15の場合である.この結

果から食品中心部分の吸収電力が最も高いことや，食

品内部に定在波が生じていることが確認できる.両図

を比較すると，高誘電率の誘電体を用いた場合では，

誘電体内部における損失電力が上昇しており，食品内

部における吸収電力の低下が確認できる.

し，高誘電率材料を配置することにより均一な加熱が

可能で、あることを示した. しかし，配置する誘電体の

複素比誘電率を上昇させた場合，誘電体内部における

損失電力が増加することから加熱効率が低下し，所望

の温度まで加熱するまでに要する時間が長くなること

がわかった.本手法においては，均一加熱と加熱効率

忘る.
5岡

本論文では，食品の周囲に誘電体を配置することに

よる均一加熱殺菌手法について検討した.その結果，

食品毘囲へ配置する誘電体の複素比誘電塁手虚部が高い

場合，誘電体厚みによってヒストグラムは大きく変化

結3. 
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50 

の間にトレードオフの関係があり，配置する誘電体の

複素比誘電率及び厚みに最適舗が存在すると考えられ

る.
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要 旨

マイクロ波加熱により食品の加熱殺菌を行う場合，

加熱庫内に配置した食品に加熱ムラが生じ，加熱不足

における殺菌不良や過加熱による食品の劣化が問題と

なっている.

本論文では，先に報告している蒸留水の配震による

均一加熱手法を応用し，誘電体を食品の周囲へ配置す

ることによる均一加熱手法を提案した.本手法を用い

ることで，乾燥下における加熱殺菌処理が可能となる.

また，材料の誘電率および厚みを変化させ，食品内部

における吸収電力分布の制御が可能となる.

我々は，食品内部における吸収電力及びさらに周囲

の誘電体内部における損失電力に着目し，本手法の評

価を行った.その結果，食品周囲へ高誘電率材料を配

置することにより均一な加熱が可能で、あることを示し

た. しかし，配置する誘電体の複素比誘電率を上昇さ

せた場合，誘電体内部における損失電力が増加するこ

とから加熱効率が低下することも確認できた.本手法

においては，均一加熱と加熱効率の閤にトレードオフ

の関係があり，配置する誘電体の複素比誘電率および

厚みに最適値が存在すると考えられる.
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