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ホモジナイザーのバルブ形状と乳化作用
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The Shapes of Valves and Emulsification Action in a Homogenizer 
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The homogenizer basically consists of a high-pressure plunger pump usually with triple 
plungers to minimize pressure f1uctuations and a homogenizing valve with a narrow gap. However， 

the f10w within the homogenizing valve is not clarified theoretically. In this paper， the inf1uence of 
shape modification of the homogenizing valve was investigated in the emulsification action. The 

experiments using a small homogenizer are conducted. We studied the inf1uence of the f10w pattern 
(pressure distributions， shear stress) on the droplet size distribution obtained in the experiment， and 
investigated the relation between the shear f10w and the emulsification action in the homogenizing 
valve. In this experiment， two valve types (sharp type and f1at type) were applied. The pressure drop in 
the valve and the parallel gap part length were changed. The droplet size distribution results obtained 
in the emulsification tests could be analyzed based on the average value of the wall shear stress in the 
parallel gap part through the above experiments and calculation results. 
Keywords: Homogenizing valve， Shear f1ow， Internal f1ow， Droplet disruption， Shapes of valves 

1.緒 音量
E司

圧力式乳化機は安定した乳化が得られるため，食品，

化学，医薬など幅広い分野の乳化工程で利用されている.

Walstraは，圧力式乳化機では，せん断・乱流・キャ

ビテーションが同時に引き起こされ，乳化作用に対し

重要度が高いものから，せん断・乱流・キャビテーショ

ンをランク付けすることは非常に難しいと述べている

[1]. 近年の ComputationalFluid Dynamics (CFD)の

発展にともない， StevensonとChenは，商用の CFDコー

ドを用いて，圧力式ホモジナイザーの乳化部である均

質バルブ全体におけるフローパターンのモデリングを
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おこなった [2]. また， Flouryらによって， Stansted 

Fluid Power社の高圧均質バルブのフローパターンが研

究されている [3]. このように均質バルブ内の流れにつ

いて研究されているが，おもに圧力の違いで検討され

ており，形状の遣いについてはほとんど検討されてお

らず，依然として明らかにされていない部分がある.

均質バルブのパルブ隙聞は非常に小さく，バルブ隙

聞の寸法・圧力・流速を実験により測定することは困

難である.そこで， Flouryらの研究 [3]とNakayama

の空気マイクロメータにおける流体の作用の研究 [4]，

Phippsの高圧ホモジナイザーによる乳化液における油

滴の研究 [5]，萩原の半径流ノズルに関する研究 [6]を

参考に，本研究では隙間流れのレイノルズ数から隙間

部分が放射状の層流であるとした計算式によりバルブ

隙聞を求めた.さらに均質バルブ内の圧力・流速およ

びせん断応力の代表値を導いた.乳化実験は，二種類

の乳化液(シリコンオイル，流動パラフィン)につい
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て行った.

とくに本研究では， 2種類のバルブ形状について，そ

の形状を変更し，形状の遣いによる影響について明ら

かにした.また，せん断応力の代表値により乳化後の

粒子径を比較し，その代表値による整理式を求めた.

2. 実験装置および方法

2.1 実験装置

実験装置はホモジナイザー (HV-OH，イズミフード

マシナリ製)を利用し， 1段目の均質パルブのみで乳化

する形に改造したものを使用した.ホモジナイザーに

よって処理される液体は高圧プランジャーポンプによ

り均質バルブへ送液される.液体は均質バルブの非常

に小さな隙聞を通過して乳化される.本研究では， 2種

類のパルブ形状(ここでは シャープ形状とフラット

形状とよぶ)を変形させながら実験を行う.実験装置

および、均質バルブの概略図をそれぞれ Fig.1， Fig. 2に

示す.

2.2乳化液の調製

実験で使用する液体は，シリコンオイルの予備乳化

液と流動パラフィンの予備乳化液である.シリコンオ

イルの予備乳化液 (20
0

C) の密度ρは995kg/m3，粘度

μは1.6mPa'sであり，水 89wt%，シリコンオイル

10wt%，乳化剤 1wt%の混合液である.また，界面張力

yは14.1mN/mであった.流動パラフィンの予備乳化

液 (20
0

C) の密度ρは982kg/m3，粘度μは1.5mPa's 

であり，水 89wt%，流動パラフィン 10wt%，乳化剤

1wt%の混合液である.また，界面張力yは4.4mN/m 

plunger pump 

Fig. 1 Schematic view of homogenizer. 

であった.これら予備乳化液はホモミキサ(T.

K.ROBOMICS， PRIMIX製)を使用して作製し，ホモ

ジナイザーの乳化実験に使用した.

2.3 実験方法

前述の予備乳化液を使い，バルブ入口圧力 Poが所定

の圧力になるようにバルブ隙聞を調整・固定しホモジ

ナイザー処理を行った.流量 70lIh，所定圧力 (10，

20， 40， 60， 80 MPa)で処理した液をそれぞれ取り出し，

粒度分布を測定した粒度分布はレーザ回折式粒度分

布測定装置 (SALD-2200，島津製作所製)により測定

した.

乳化処理前(予備乳化液)の液温が 20
0

Cになるよう

にし，処理後に直ちに 20
0

Cまで冷却した.

2.4均質バルブ内の流れ

Fig.3はパルブ隙間の概略図を示す. Fig. 3で長さ L

の部分 (Y1孟y孟Y2)を隙間平行部と名付ける.添え字 0，

1， 2はFig.3に示す位置であり，それぞれバルブ入口，

隙間平行部入口，隙間平行部出口を表す.添え字yは

中心軸から半径方向の位置を表す.また，バルブ隙間

δは隙間平行部における隙聞を表す. Fig.3の(a)，(c) 

はシャープ形状と名付け， (c)は傾斜角度。が 300 ・バ

ルブ半径 8mm'バルブ入口半径 2.5mm'インパクト

リングまでの距離Dが 1mm'隙間平行部長さ 1mm  

の場合を示す. Fig. 3の(b)，(d)はフラット形状と名

付け， (d)はバルブ半径 8mm'パルブ入口半径 2.5

mm・インパクトリングまでの距離Dが 1mm'隙間平

行部長さ 5.5mmの場合を示す.本研究では，インパク

トリングまでの距離Dを1mmとし，隙間平行部長さ
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Fig. 2 Schematic view of the homogenizing valve 
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y 

(a) Sharp type 

(c) Sharp _16L1 

(dimensions in mm) 

(b) Flat type 

(のFlat16 

(dimensions in mm) 

Fig. 3 Valve gap (the x-axis is an axis of symmetry). 

Lを変更して解析および実験をおこなった.

ここでバルブとバルブシートの隙間 hの式を示す.

シャープ形状の場合

0.0025~玉 Y~Y1のとき

h=(Y1-y)回 θ+δ

Y1~玉 Y~玉 Y2 のとき

h=δ 

フラット形状の場合

0.0025壬y豆Y2のとき

h=δ 

x 

(1) 

(2) 

(3) 

連続の式より求めたバルブとバルブシートの隙間 hに

おける平均流速 uは，次式となる.

Q 
V=一一一一一

27ryh 
(4) 

Kleinigら[71とFlouryら[31は，本研究で用いたも

のと同じようなバルブ形状・圧力・流量において，隙

間平行部の流れが層流で取り扱えることを示した 本

研究でも隙間平行部の流れを層流と仮定する.

バルブ入口から隙間平行部の出口まで，隙間部の半

径方向位置yでの圧力 Pyを考えると，次式で表される.

シャープ形状の場合

O~玉 y く 0.0025 のとき

1 2 1 ..2， 6μQL Yz ， yl 
Py=Pz +~pV;-~pV;+一一ln-+5my - ~ 2 ' 2 /-" V2 2 /-" VQ ， 7r03 ••• Y1 ':> 2 

0.0025~y くれのとき

1 2 1. ..2， 6μQ L Y2 ， y 1 
P.=旦 +~pv;-~pvv-+一τln+5-ml

2 ' 2 r v2 2 r -y 1tOo Y1 ~ 2 

(5) 

(6) 

y1;;玉y三五Y2のとき

1 2 1 26μQ L Y2 R=弓+問一-pu+-TIn-
2' 2' 1t0" Y 

フラット形状の場合

O~玉 y く 0.0025 のとき

1 2 1 z 6μQ 1 Yz ， ，..1 
Py=?z +~ pv;-~pv;+一τ 1n ~.< +( ~ pv~ y-'Z '2/-"Vz 2/-"VQ' 7r03 Yl' ~ 2 

0.0025 ~y 壬 Y2のとき

(7) 

(8) 

1 z 1 白!1Q1_ Y2 
再=Pz +~PV2"-~ pVy" +一一子ln一 (9) 

2' 2' 7r0" Y 

式(5)，(8)において，隙間平行部の出口を出た後の圧

力を oPaとし，バルブp入口流速 Voが非常に小さいので

右辺第三項を無視できるとすると，バルブ入口圧力 Po

(パJレブを通過する際の圧力損失)は，次式となる [3，51.

ρ(~Y+3μ~lnr1ilρ(~y ft=5-l l+-J Ill-十一卜 (10) 
u ~ 2 l27rYlδ) 7rOo lYl) 2 l27rYzδj 

式(10)の右辺第一項は隙間平行部入口における入口損

失を，第二項は隙間平行部における摩擦損失を表し，

第三項は陳間平行部出口における出口損失を表してい

る.式(10)より隙間平行部のバルブ隙間 δを計算する.

隙間平行部へ流入する入口は，シャープ形状では緩や

かな 300であり入口損失係数ど=0.2，フラット形状では

入口損失係数ど=0.5とする [21.

バルブの隙間平行部 (Y1孟y亘Y2) は平行円板のように

なっており，隙間平行部での水力直径2δを用いると，

レイノルズ数Reは，次式で表される.

Re= 2pVd 
μ 

(11) 

さらに式(4)で示す隙間平行部 (h=δ) での平均流速 U

を代入すると，隙間平行部でのレイノルズ数Reは，次

式となる.

Re =.f!.皇
7[，μy (12) 

隙間平行部でのレイノルズ数は，流量 Qと中心軸から

半径方向の距離yに依存し，隙間 δには依存しない.ま

た，隙間平行部でのレイノルズ数は，入口で最大となる.

レイノルズ数は，隙間平行部の出口で約 500となり，

隙間平行部の入口では，隙間平行部長さ L=4mmの

シャープ形状で約 1000，フラット形状で約 1500となる.

このため前述したようにバルブ隙間では層流と仮定す

る.

隙間平行部の流れは層流であるとし，隙間平行部で

の二次元軸対称のポアズイユ流れの流速 Vgap (y軸方向

の速度)は，次式となる [31.

V
gap

=三旦11-(，生21 (13) 
47rYδI '-δノ|

せん断応力の代表値として，次式で表されるせん断

応力 'wを採用した.
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_ _ .，(ov脚 3μQ

め，..~ ox )，"% 7ryδ2 
(14) 

これよりてwは，半径方向距離yに反比例し，バルブ隙

間δの三乗に反比例することがわかる.隙間平行部の壁

面で受けるせん断力を求めるために隙間平行部の入口

から出口までのせん断応力を積分すると，壁面でのせ

ん断力 Fsは，次式となる.

rY2_ <)_..-1.. 6μQ 
かれ初の=7(Y2-Y1) (15) 

また，隙間平行部における壁面でのせん断応力の平均

値 Taveは，次式となる.

6μQ 
ニ一一一一一= ヮ (16) 

mz(y;-yf)Z5202+Y1) 

2.5乳化作用の整理式

ウェーパー数杯争Tは気泡や液滴が他の液体中を運動

する場合，その境界面に働く慣性力と界面張力の比を

示す無次元数である.せん断応力て，界面張力 γ，乳化

処理前の液滴径 do，乳化処理後の液滴径 d，定数k，定

数 m，代表長さ lとすると，式(17)，(18)が提案され

ている [8].

rl 
we干=一一. 

r 

阪 =k倒
m

(17) 

(18) 

式(17)，(18)より，本研究では文献 [8]を参考に m=1

として，次のように仮定する.

7δdbefQーk::..!!.盟主 (19) r dthe 

本研究では，粒度分布のメジアン径をもとに，その整

理を試みる.式(19)より 乳化処理後の推定液滴メジ

アン径 dtheは，次式で表される.

dbef， γ 
d由e=k

-oeモー (20) 
ro 

ここで，せん断応力てに壁面せん断応力の平均値 τ慨

を代入すると，次式となる.

d出 ρ =k!Edbeforert5(Y2 +Y1
) 

一 6μQ
(21) 

本研究では 2種類の予備乳化液を使用し，各形状の

パルブについて乳化実験を行った.測定した粒度分布

は，一般的な体積基準の液滴径で取り扱うこととする.

実験に使用した予備乳化液の液滴メジアン径を，乳化

処理前の液滴メジアン径 dbeforeとする.シリコンオイ

ルの予備乳化液は，界面張力 y=14.1mN/m，乳化処理

前の体積基準のメジアン径 dbeforeキ9.1μmであった.ま

た流動パラフィンの予備乳化液は，界面張力 y=4.4

mN/m，乳化処理前の体積基準のメジアン径 dbefore
と

15.4μmであった.

3. 結果および考察

3.1 理論式による均質バルブ内の流れ

シャープ形状(バルブ直径 16mm) で流量 Qが70

l/hの場合について，入口圧力 Poに対するバルブ隙間

δを式(10)より計算した.そのバルブ隙間 δと入口圧力

P。の関係を Fig.4に示す.

バルブ隙間 δは入口圧力 Poが高いほど狭い.また，

同じ入口圧力においてバルブ隙間 δを比較すると，隙間

平行部長さ Lが短い方がバルブ隙間 δは狭くなる.こ

れはバルブ隙聞の大きさが同じ場合，隙間平行部長さ

が短い方が隙間平行部での摩擦損失が小さくなるため

である.

Fig.5では， Fig. 3 (c)， (d)に示す形状において，入

口圧力 Po=80MPaに対応する流量 Qおよびバルブ隙

間δを用いて，式(5)~ (9)より計算した圧力分布を示

す.グラフの縦軸は隙間での圧力 Pyで，横軸は中心軸

100 
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Fig. 4 Relation between pressure at the valve inlet and 

valve gap (Sharp type). 
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狭くなり流速が大きくなるためメジアン径 dが小さく

なる.また，陳間平行部の長さ Lが異なるものを比較

すると，同じ入口圧力 Poにおいて隙間平行部長さ Lが

短い方がメジアン径 dは小さくなる.これは同じ入口

圧力 Poにおいて，隙間平行部長さ Lが短い方がバルブ

隙間 δは狭く，隙間での流速も大きいため，メジアン径

dは小さくなると考えられる.

Fig. 9は，シャープ形状について，入口圧力 Poを10

MPa~80 MPaに変化させた実験により得られた乳化処

理後のメジアン径(体積基準)dと式 (15)より求めた壁

面でのせん断力 Fsの関係を示す.グラフ中の黒塗り

(SO) がシリコンオイル，白抜き (LP) が流動パラフイ

ンの結果である.せん断力 Fsが大きくなるとメジアン

径は小さくなる. しかし，隙間平行部で受けるせん断

力Fsが同じでも隙間平行部長さが異なると，メジアン

径は大きく異なる.隙間平行部長さ Lが長い場合，隙

ホモジナイザーのバルブF形状と乳化作用

一一-pre-emulsification solution 
--10MPa 

・幽・楢帽20MPa
--40MPa 
._--60MPa 
--80MPa 

25 

から半径方向の距離yである.

Fig.5をみれば，シャープ形状の隙間平行部y=7mm

から y=8mm，フラット形状の隙間平行部y=2.5mm 

から y=8mmにおいて圧力が低下している.これは隙

間平行部のパルブ隙聞が非常に狭いことによる摩擦損

失である.また，シャープ形状の隙間平行部の入口yニ

7 mm，フラット形状の隙間平行部の入口y=2.5mmで

圧力が急に低下する.これは，隙間平行部入口での急

激な速度の増加による圧力低下に加え，入口損失の影

響であると考えられる.また，バルブ入口圧力 Po(均

質バルブを通過するときの圧力損失)の大部分は，隙

間平行部での摩擦損失である.

Fig.6は，隙間平行部長さ Lを変更して式(14)より

求めた隙間平行部の壁面せん断応力 'wを示す.式(14)

より求めた壁面せん断応力 'wでは，隙間平行部入口で

の剥離の影響は考慮されていない.入口近傍を除く隙

間平行部において，半径方向距離yが大きくなると流

速が小さくなるため，隙間平行部での壁面せん断応力

は小さくなる.また， Fig.4に示すように，隙間平行部

長さが短い方がバルブ隙聞は狭いため，壁面せん断応

力が大きい.

100 
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$l 20 
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<l) 15 
dヨ
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3.2バルブ形状が乳化結果に及ぼす影響

実験結果において，シャープ形状で隙間平行部長さ L

を1mmから 4mmまで形状変更し得られた結果を，

グラフ中で隙間平行部長さ 1mmの場合 L=lmm， 4 

mmの場合L=4mmなどと表記する.

Fig.7は， Fig. 3 (c)のシャープバルブで、流動パラフィ

ンの乳化実験を行った結果で 体積基準の粒度分布を

示す. Fig.8はシリコンオイルの実験で，シャープ形状

について，入口圧力 Poと実験により測定した乳化処理

後のメジアン径(体積基準)dの関係を示す.いずれの

形状においても，入口圧力 Poを大きくすると，隙間が Fig.7 Droplet size distribution (Sharp type， Liquid paraffin). 
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Fig. 9 Relation between Fs and d (Sharp type， SO; 

Silicone oi!， LP; Liquid paraffin) . 

間平行部でせん断応力を受ける距離が長く，せん断力

Fsは大きくなる.それにも関わらずメジアン径dはそ

れほど小さくならない.

Fig. 10は， 3つのバルブ形状で 80MPaのもとシリ

コンオイルの乳化実験を行った結果の粒度分布を示す.

バルブ形状は，バルブ直径 16mmで隙間平行部長さが

4 mmのシャープ形状 (Sharp_16IA) とバルブ直径 16

mmで隙間平行部長さが 5.5mmのフラット形状

(FlaC16) またバルブ直径 12m mで隙間平行部長さが

3.5 mmのフラット形状 (Flat_12) の3種類である.

シャープ形状で隙間平行部長さが最も長い Sharp_16IA

とFlaC16で比較すれば，分布の山の頂点は同じ位置に

あるが，フラット形状では 1μm以下の液滴がシャープ

形状に比べ増えている.これは，フラット形状におい

て入口部に剥離せん断層が生じ，入口の縮流にともな

う液滴引き伸ばし効果が乳化に有効に作用したものと

考えられる [9]. 次にフラット形状で隙間平行部長さを

短くした FlaC12と FlaC16を比較すれば，隙間平行

部の短い FlaC12の方がバルブ隙聞が狭く，隙聞のせん

断応力が強くなったために 1μmより大きい側の粒子径

の山は粒子径の小さい側へ移動し，また，より入口の

乳化作用がクローズアップされ， 1μm以下の液滴が増

えている.

3.3乳化作用の整理式と実験結果

Fig. 11は，前述の仮定に基づく式 (21)より求めた粒

子径 dtheと実験により測定した乳化処理後のメジアン

径(体積基準)dの関係を示す.グラフ中の黒塗り (SO)

がシリコンオイル，白抜き (LP) が流動パラフィンの

結果である.式 (21)の係数 hは，今回 k=13.2とした.
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Fig. 10 Droplet size dis廿ibution(Sharp type， Flat type， 

Silicone oil). 
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Fig. 11 Relation between dthe and d (SO; Silicone oi!， LP; 

Liquid paraffin). 

界面張力と乳化処理前のメジアン径は，それぞれの液

に対応する値を使って計算した.計算による粒子径 dthe

と実験によるメジアン径dは，ほぼ同じ値となっており，

粒子径を隙間平行部の壁面せん断応力の平均値から予

測できると考えられる.計算式では，隙間平行部の壁

面せん断応力のみを考慮した.そのため，計算による

粒子径 dtheと実験によるメジアン径dの聞で少しのズ

レが生じる.これは，隙間平行部入口や出口での粒子

破壊の影響が考えられる.今回処理液の違いの影響と

して界面張力を含み，乳化処理後の粒子径が界面張力
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に比例する形の整理式で，乳化処理後の粒子径をほぼ 阪 τ : Weber number，一

整理できた x : axial coordinate (distance ofaxial direction)， m 

: radial coordinate (radial distance)， m また， Fig. 11において，流動パラフィンでフラット y 

形状の場合，隙間平行部入口に剥離せん断層が生じ， δ : valve gap， m 

その入口の乳化作用のために実験によるメジアン径d γ : interfacial tension， N/m 

: viscosity， Pa s が小さくなり，式 (21)より求めた粒子径 dtheとの差が μ 

大きくなる傾向にある. ρ : density， kg/m3 

4. 結 = 
Eコ

ホモジナイザーのバルブ形状と乳化作用を検証する

ため，本研究では， 2種類のバルブ形状(シャープ形状・

フラット形状)を変化させて 2種類の乳化液について

乳化実験を行い，数値計算により内部流れを検討した

それにより以下のことが明らかになった.

(1)シャープ形状では，入口圧力および流量が同じ場合，

隙間平行部が短い形状の方がバルブ隙聞は狭くなり，

隙間平行部の流速も大きく，せん断応力が大きいの

で乳化作用が大きい.

(2) フラット形状では，入口部に剥離せん断層が生じ，

入口の縮流にともなう液滴引き伸ばし効果が乳化に

有効に作用する.

(3) シャープ形状では，隙間平行部の壁面せん断応力

の平均値により，処理液の違う乳化実験から得られ

たメジアン径が整理できた.これより処理液の遣い

も含む乳化作用の整理式を提案できた

(4)処理液の違いの影響として界面張力を含み，乳化

処理後の粒子径が界面張力に比例する形で，乳化処

理後の粒子径をほぼ整理できた.

Nomenclature 

d : droplet diameter after emulsification process， m 

do : droplet diameter before emulsification process， m 

dbefore : median diameter before emulsification process， m 

dthe : supposed median diameter after emulsification 

process， m 

Fs : wall shear force， N 

h : gap between the valve and the valve sheet， m 

k : dimensionless constant， -

L : parallel gap part length， m 

: characteristic length， m 

m : dimensionless constant， -

P : pressure， Pa 

Py : pressure in any positions y of the gap， Pa 

Po : pressure in the valve inlet， Pa 

Q : flowrate， m3
/s 

Re : Reynolds number， -

Vgap : velocity profile through valve gap， m/s 

T w : wall shear stress， Pa 

T ave : average value of wall shear stress， Pa 

c : loss coefficient，一

Subscript 

o valve inlet 
1 parallel gap part inlet 

2 parallel gap part out1et 
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要 旨

圧力式乳化機は，安定した乳化が得られるため幅広

い分野で利用されている. しかし，圧力式乳化機では，

せん断・乱流・キャピテーションが同時に引き起こされ，

乳化作用に対し重要度が高いものから，せん断・乱流・

キャビテーションをランク付けすることは非常に難し

い.圧力式乳化機の均質バルブ内の流れについて研究

されているが，おもに圧力の違いで検討されており，

依然として明らかにされていない部分がある.そこで，

本研究では，小型の圧力式ホモジナイザーの均質バル

ブ形状を変更し，形状の違いによる影響について調査

した.また，バルブ隙聞の流れが放射状の層流である

とした計算式からバルブ隙聞を算出し，均質バルブ内

の圧力・せん断応力の代表値を導いた. さらにせん断

応力の代表値による計算結果と実験による乳化後の粒

子径を比較し，その代表値による乳化作用の整理式を

提案できた.
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