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食品の連続式蒸気殺菌技術に関する研究と開発
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Pasteurization or sterilization is one of the essential processes carried out in the food industry 
for ensuring quality and for designing new products. At the sterilization process， new subjects 
arise one after another and we have been working on these issues consistently. In this article， we 
describe our approaches for improving continuous direct steam heating. The mixing length of steam 
in a steam injection system should be known to calculate the holding time required for precisely 
evaluating sterilization effect. We developed two methods for measuring this length and performed 

CFD analyses in order to fabricate practical sterilizers. For steam infusion system， we proposed a 
new method to determine the pasteurize conditions which h在vethe same effect as plate systems 
which includes heating and cooIing periods. We also approached for high-viscosity， adherent， and 
solid final products such as cheese. To produce cheese with stable physical properties， we measured 
the viscosity inline and developed a new direct steam heating system for heating and melting raw 
materials. Thus， by conducting research on sterilization technologies， which are fundamental in food 
manufacturing， we developed and improved the direct steam heating systems used in producing a 

large variety of products in the food industries. 
Keywords: steam injection system， mixing length， CFD， steam infusion system， high-viscosity 

1.はじめに

食品の製造において，殺菌工程は食の安全を担う震

要な工穏の 1つであり，現在は加熱による確実な殺菌

が主流となっている.また，近年の消費者の食の安全

性への認識が高まっているなかで，ますます殺菌操作

の重要性とそれを確実に実施する製造者の責任は増し

ていると考える. しかし，新製品開発や日々の製造に

関わっていると，滅菌製品，おいしさを求める製品，

高粘度品などにおいてそれぞれ加熱操作上で様々な課

題が常に発生し，解決のための技術開発が求められて

いる.最近では，蒸気誼接加熱のうち，いわゆるスチー
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ムインジェクション式で常渇流通品を滅菌する場合の

殺菌効果の正確な把握と管理，おいしさを求める牛乳・

乳飲料を製造するためにいわゆるスチームインフュー

ジョン式を利用する研究，さらにチーズなどの高粘性

で付着性や臨着性を有する製品を加熱溶融する場合の

課題に取り組み，技術の改良・開発を進めることが業

務上で必須となっていた.

2. スチームインジェクション式の殺麓時間

2.1 研究の必要性

社内プロジェクトの米国オレゴン州の豆腐工場建設

プロジェクトが 1997年にスタートし，これに参加して

設備を立ち上げた.この米国工場で製造する豆腐は，

広大な米国での販売を確立するため，賞味期限が 1年

でかつ常温流通を行う計画であった.米国で低酸性食
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品を常温流通販売するためには USDHHS(The US 

Department of Hea1th and Human Services) に属する

FDA (The Food and Drug Administration) の受理

(Accepted) を必要とする.受理されるためには，米国

の基準である CFR(The Code of Federal Regulations， 

Title21， Part113) および PMO(The Pasteurized Milk 

Ordinance) に基づいた製造設備の仕様，殺菌の装置と

殺菌条件，無菌貯蔵タンクの仕様や使用条件，充填方法，

充填機などの詳細を説明して無菌製品が確実に製造で

きる根拠を示す必要がある.また，低酸性食品の場合

には殺菌方法としては，加熱殺菌以外は原則として受

理されない.

ここで採用した蒸気吹き込み式直接加熱殺菌方法，

いわゆるスチームインジェクション式で，殺菌条件の

決定内容とその根拠，および標準菌 Closfridium

sporogenes PA3679による滅菌テストを行った.殺韻状

態を逸脱したとみなすダイパート条件は F値で 5min 

以上と設定するようにとの指導があった.また，この

際にインジェクションノズル後の原液と蒸気が混合に

要する長さ，いわゆる混合長さ (MixingLength) を明

確にして殺菌開始点を明らかにするよう求められた.

これは殺臨時間の算出に必要である.

同時lこ，豆腐とするために，力rJ熱滅菌後の立乳に熱

凝間性の凝間部 GDL(グルコノデルタラクトン)をフィ

ルタ除菌しながら無菌的にドージングする装置と方法

についても FDAの受理が必要で、あった.

2.2混合長さ

スチームインジェクション式では，液状食品が蒸気

とインジェクションノズル直後の保持管部分で混合す

る.この現象は極めて短時間で行われるが， Fig.1に示

すように，殺菌保持部の担管内で行われ，蒸気が蒸気

のままの状態では体績が非常に大きいので，高温短時

間殺留を採用した 2~3 秒の保持管部分では無視でき

ない長さを必要とし，殺菌効果に大きなマイナスの影

響を与える.

そこで，混合長さを知るための実験を 2通り，およ

び計算は蒸気泡の消滅するまでの距離を凝縮伝熱に

思 Steam
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Fig. 1 Phenomena of steam injection heating 

よって求める方法 [1]とオイラー多棺流モデルを用いた

CFD (Computational Fluid Dynamics，数値流体力学)

解析で明らかにした.

2.2.1 混合長さの)ß~定実験

吹き込まれた直後の蒸気は，蒸気のため体積が非常

に大きく，保持管部分が開始される始めの円管内の流

速が非常に大きい値となる.急激に蒸気の凝縮が起き

ると液体となり，凝縮が終了すると液状食品に蒸気が

凝縮した体積を加えた流速となる.その所定の流速に

なった場所が混合長さとなる. したがって，管内の中

心速度を測定し急速に蒸気が凝縮して，円管内の流速

が所定の値となった場所を滅定することで混合長さが

測定できる. しかし，この現象は非常に短時間で行わ

れるため計i則が難しかった.

最初の測定方法は， 80
0

Cの液状食品が 160
0

Cの蒸気と

混合し， 150
0

Cに加渇された後の保持管を透明なテフロ

ン製に置き換え，光ファイパーレーザ一式流速計(臼

本カノマックス側)で管内の中心速度を測定した.部

定方法を Fig.2で示す.測定は 100L1hの実験機，お

よび 2，150L1hの実用機で、行った.

Back pressure valve 

Thermometer 
Thermometer 

Fig. 2 Method of measurement of mixing length. 

測定結果を 100L1hの実験機の場合について Fig.3

に示す.ζ の劉から，混合長さは約 250mmであり，

液体の粘度による差はないことがわかる.これは，蒸

気側熱伝達係数は液体の粘度によらないこと，このよ

うな高温域では液体は乱流であり，液体側の熱話連係

数への粘度の影響が小さいためと推定される.蒸気径

の消滅と混合長さには，初期蒸気径と管内流速の要因

が最も大きいと考えられる.また， 2，150 L1hの実用機

では，混合長さは約 440mmとの結果が得られた.

以上の方法は耐熱，樹圧性に優れた透明配管が測定

時のみ別途に必要である.そこで，安全なステンレス

配管上から随時測定が可能となる方法を検討し，超音

波流量計のテストを試みた超音波流量計は富士電機

株式会社の{云播時間差式高温仕様超音波流量計(変換

器:FLCS1012，検出器:FLD320Y1-A) を用いた.超
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Fig. 3 Changes in velocity after nozzle for laboratory machine. 

音波流量計は配管のタトから超音波を送受信して流量を

測定する原理のため，部管内の流体に気泡が含まれて

いると超音液が散乱してしまい測定が不可能となる.

超音波流量計の測定原理にはドップラ一式と，精度が

高くて気泡の存在には弱い伝播時間差式があり，後者

の原理を利用して，蒸気(気海)が保持管内で凝縮し

ているか否かを測定した.すなわち蒸気が凝縮してい

なければ，気泡として存在しているため測定不可能と

なる.逆に蒸気の凝縮が終了すれば測定可能となるた

め混合長さの終了点と判街できると考えた.測定は，

インジェクションノスソレ出口からの距離を，600 mmか

ら始めて 50mmずつ 1000mmまで測定した.

ここでは，流量 10，000L1h実用機にて，ノズルを通

して水を 80"Cから 150"Cに約 160"Cの蒸気を用いて加

熱する.灘定装置は Fig.2の光ファイパーレーザ一式

流速計を超音波流量計に変更したものである.

~U定の結果，ノズルから 700 mmまでの詰所では流

量の測定不可能(超音波信号を受信できず，流量が表

示されな Lサラ 750mmの箇所では流量測定が可能と不

可能を繰り返し， 800mmの箇所では概ね流量測定可能，

850 mm以 tで安定して測定可能という結果であった.

この測定から， 750 m mの箇所辺りでもまだ凝縮しきれ

ていない蒸気が残っていて測定可能，不可能を繰り返

し，そして800mmの辺りから蒸気の凝縮が終了し始め，

850mmで混合長さが完了していると判断できる.また，

その流量は水と蒸気の完全混合後の計算憶と一致し

12，100 L/h - 12，300 L1hであったこの結果，超音波

流量計で混合長さが測定できることを示し，本条件で

は，混合長さが 800-850 mmという結果が得られた.

従って， 850 mmから殺菌保持部がスタートするので殺

蕗時間が正確に求められる.

2.2.2 CFD解析

解析は，蒸気の凝縮怯熱としてオイラー多相流モデ

ルを用いた CFDを行った解析は 2，150L/hおよび

10，000 L/hの実用機を対象に行った蒸気のノズル部

の初期気泡径はノズル設計値より 2，150L1hでは 5.5

mm， 10，000 L1hでは 7.0mmとし，蒸気気泡荏が凝縮

の結果として局所で完結するのではなく，気泡が変化

し!~のセルに拡散するとして，気泡変化率とその輸送

を考慮したモデルを用いて，乱流モデルなどを見直し，

精査することで実験結果とよく一致する結果を得た.

結果の一例を Fig.4に示す.中心部の液温の上昇を保

持管の長さ方向に解析したものである. CFD解析の結

果は，混合長さは 2，150L1hの実用機で約 380mm， 

10，000 L/hの実用機で約 870mmとなった. したがっ

て実験と解析が概ね一致すること，混合長さを実験で

も解ネ斤でも求めることができるようになった.

これにより保持管上の正確な保持開始点を知ることが

できるようになり，正確な殺菌時聞を実現できることに

なった.また，保持管部に設費する殺菌温度制御用の温

度計は混合長さが終了した直後に設置した殺菌工程に

とって殺菌時調は殺菌温度とともに緩めて重要であるこ

とから，殺麗効果の計算健の信頼性が向上した.また，

実際の前記の標準菌 Clostridiumsporogenesの死滅率とも

一致した.
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Fig. 4 Liquid temperature at the center. 

2.3 灘聞剤の無菌ドージング

豆腐製造の場合にlえさらに滅欝後の笠乳に熱凝国

性の凝麗剤 GDLを無菌的にドージングするプロセスが

追加される.このシステムも受理されることが必要で

ある.凝臨南 GDLの除菌は除菌ブイノレタで行う計画で

あった.

この計画に対する FDAの考え方では， ]. W. Larkin 

氏は f低駿性食品の常温流通品は加熱滅菌以外は認め

ていない.しかし，フィルタによる除菌利用については，

問題点は明らかではない (fram not aware of any 

concernJ)J との回答であった.

そこで，凝固剤 GDLの除菌フィルタによる無菌ドー

ジングプロセスについて，プロセスを構築し，実地検

査を経て FDAに受理された.非加熱方法(今関は除菌

フィル夕方式)による常温流通品の FDAによる受理は
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当社のこのシステムが最初と考えられる 6

3.スチームインフュージョン式の殺菌効果

3.1 研究の必要性

蒸気直接加熱方法のうち，いわゆるスチームイン

フュージョン式についても研究を行った.牛乳・乳飲

料を美味しくするためにできるだけ栄養成分の熱変性

を抑え，さわやかでマイルドな風味を確保し，かつ殺

菌を十分に行うことを目的とした.その結果，瞬間加熱・

瞬間冷却ができて熱変性を抑え，蒸気温度を低くして

安定した殺菌状態の確保と新鮮な風味の維持を試みた

これを牛乳に適揺する殺菌条件，装置改良，操作方法

の改良などを実施した.

3.2 プレート式熱交換器の殺菌効果 F値

プレート式熱交換器内のように温度が経時変化する

部分でも高温度域では殺菌効果が得られることが知ら

れている [2，3]. この部分の殺菌効果F値は次式で求め

られる.

F=l土一r8t10(7が0(7げTν、
60 JO 

上式中で f}は熱交換器内部の液体の通過H寺間，Tは温

度，Tp f}は温度時間曲線，Z11践は，D11政(ある与えられ

た渇度において細菌胞子が 90%死滅するのに要する時

間)の1/10または 10倍の変化に対応する殺菌温度の

変化，となり，これを求めれば加熱または冷却時のF

値が求められる [4].

これを用いて，流量 14，000L/hのプレート式熱交換

器 130
0

C，2秒の殺菌効果 F値はプレート編成にもよる

が，一例としては，加熱部の殺菌効果 F1は，Fj=0.61 

min，保持部の殺菌効果 F2は，F2=0.26 min，冷却部の

殺菌効果F3は，F3=0.23 minと求められる.したがって，

このプレート式殺留機全体が有する殺菌効果 Fはこれ

らの242和で F=Fj 十 F2十 F3= 1.10 minとなる.

3.3 インフュージョン式の殺菌効果 F値

スチームインフュージョン式では，瞬間加熱，瞬間

冷却であることから，加熱部，冷却部の加熱時および

冷却時の殺菌効果F髄，すなわち Fj=F3=0と考えられ

る.すると，保持管部分だけの殺菌効果F2により，プレー

ト式と同等の殺菌効果 F=1.10を得るには，保持管の殺

菌温度と殺菌時間の組み合わせでは Fig.5のように得

られる. Fig. 5で横軸は殺蔀溢度，縦中I!lは殺菌時間で，

F11直が1.10となる組み合わせを実線で示す.この場合

の計算の前提は，保持管はポンフ。出口からパックプレッ

シャーバルブ入口までとし，運転中のインフュージョ

ンチャンパーの液レベルは Oとした.

問u問ー31 』
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Fig. 5 Temperature and time curve for F自1.10.

この計算結果に基づき，実際に原乳を殺菌して殺菌

効果の確認を行った.この条件で殺菌した殺菌乳の

保存テストでは，プレート式と全く同ーの結果が得

られた.

以上のように，プレート式熱交換器と，インフュー

ジョン方式で，同ーの殺菌効果(菌の死減率)を算出

する方法を提案した

さらに，乳飲料などの無菌製品を製造するための殺

蘭方法として滅菌レベルの装置としても殺菌部分の定

量性を確保するための改善を実施し，本設備として導

入した.

4.チーズの加熱溶融

4.1 研究の必要性

チーズの加熱溶融には，熱交換方式，ジュー)1.--加熱

方式，蒸気直接加熱方式などがある.液状の食品に限

らず，チーズのような緩めて高い粘性の食品でも，そ

の加熱溶融装置を様々に検討した.チーズでは，特有

の極めて高い粘性などから， f云熱方式ではなく蒸気直

接加熱が優位であると考えた

また，加熱溶融後に得られるチーズの物性は，原料

ロット，加熱溶融持の操作条件などによって変化する.

とくに粘度は最終製品の充填特性，食惑などに影響す

る重要な物性である.そこで 加熱溶融後に常に一定

で安定した物性を得て品質の安定と向上のために，加

熱溶詰rt!工程中のチーズの粘度を計測し，運転条件を適

切に調整して安定化させることが必要と考えた.そこ

で，今回は蒸気直接加熱方式の諜作屈に物性安定化シ

ステムを開発した.

4.2 チーズ粘度のインライン計測

プロセスチーズでもナチュラルチーズでも，工程中

に粘度を知ることが望まれていた. しかし，その粘着

性と固化性から様々な粘度計によるインライン計測は

国難であった.代わりに，圧力損失， i覚持トルクなど

からの算出を試みたがよい結果は得られていない.今
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までは主にサンプリングによるオフライン計測が行わ

れていた.

そこで今屈はチーズ粘度のインライン計測を，ねじ

れ振動式粘度計(鞠セコニック)を用いて実施した.

本粘度計は，空気中で振幅が 1μmで最大であり，粘

性抵抗に応じてこの振i揺が減少することを利用してい

る.また，一方向の回転による定常せん断による粘度

計測ではなく，ねじれ運動のため，粘弾性流体として

の粘度を測定する.すなわち，本インライン粘度計で

表示される値は，一定のせん断応力時の流体の粘弾性

の影響を受けた任意のせん断速度における見かけ粘度

と密度の積となる.また一定のせん断応力負荷のため，

高粘度液は自動的に低せん断速度域で測定される.当

社では一般的な回転式粘度計 (B型粘度計など)との

椙関データを取ってから利用している.

また，チーズの間着や国化を防止するために，プロー

ブはテフロンモールドタイプに改造した.そのモール

ドの厚さは 1mmとした.その結楽，チーズのような

ゼンサープローブへの付着性，間化性のある物性に対

しでも，連続で測定できるようになった.

4.3 チーズ粘震の安定化

を上げる操作で粘度の一定化を実現した.このように，

ねじれ振動式粘度計を用いてインラインで粘度を計測

する方法を用い，蒸気吹き込み式の加熱i容認II装置内に

付属する撹持混合機の盟転数を制御することと殺菌部

となる保持管部分での在力を調整することで，チーズ

粘度をコントロールして一定のチーズを製造する技術

を確立した.この方法はプロセスチーズにもナチュラ

ルチーズの乳化操作などにも適用できるので，チーズ

品質の安定と向上が期待できる.

5.おわりに

蒸気直接加熱方式で装置やシステムの研究，開発を

進め，無菌製品製造のための確実な菌の死滅率評価方

法と，熱変性の少ない風味の鑓れた製品が製造できる

条件を確立した. さらに，チーズのような付・着性，固

化性のある製品に対し物性が安定化するシステムを考

案した.このように，個別の食品の特徴に適した相応

しい技術開発を心がけた.これによって品質的に優れ

た製品を安全に供給できることに貢献できたのであれ

ば幸いと考える.
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In剛line
Viscomet6r 

Fig. 6 Cooker and in-line viscomet巴rfor cheese. 

要 旨

食品の製造者にとって，品質の向上と安定化，新製

品開発のために殺菌は重要な工程である.その殺菌工

程では次々と新しい課題が生じるため，常に課題解決

に向かって取り組んでいる.

ここでは，連続式蒸気殺菌技術において，スチーム

インジェクション法の殺菌効果を算出するのに必要な

殺菌時間を求めるために混合長さの測定方法の開発と

CED解析を実施し実用機への応用を行った.また，イ

ンフュージョン式とプレート式の場合で同等の殺菌効
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果を得るための殺菌条件の決定法を提案した.さらに，

チーズのような付着性，固化性のある高粘度製品にも

取り組んだ，蒸気蛮接加熱を用いた溶融持のインライ

ンでの粘度測定を実施し チーズ物性の安定化につい

てシステム開発を実施した.

このように，製造考という業務上の必要に迫られて

実施した殺菌技術の研究を通して，蒸気直接加熱方式

で装憧や方法の改善，開発を進め，各食品に適合する

ようにシステムを構築した.
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