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総説

膜分離システムの最適化に関する研究

(平成 23年度日本食品科学工学会賞)

鍋谷浩志*

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

Optimization of Membrane Separation Processes for Liquid Foods 

Hiroshi N abetani' 

National Food Research Institute， NARO， 2-1-12 Kan-nondai， Tsukuba， Ibaraki 305-8642 

In order to quantitatively estimate the effects of membrane fouling and osmotic pressure on the performance of 
membrane separation systems， a concentration polarization equation and a membrane transport equation based on 
nonequilibrium thermodynamics were applied to membrane processes for liquid foods， and new mathematical 
models were proposed. These mod己Iswere then applied to several membrane process巴sin the food industry， 

including an ultrafiltration proc己ssfor che巴sewhey fractionation， a reverse osmosis process for fruit juice 
concentration， and a nanofiltration process for oligosaccharid巴 purification.Th日巴ffici巴ncyof the membrane 
process巴scould be precisely expressed by the new models， and the validity of the models was demonstrated. Thus， 

som巴 membraneprocesses in the food industry can be optimized by using these models， and their feasibility 
evaluation is described. (Accept巴dMar. 29， 2012) 

Keywords : reverse osmosis， ultrafiltration， nanofiltration， membrane transport equation， concentration polarization 
キーワード.逆浸透，限外ろ過，ナノろ過，肢の総送方程式，濃度分極

1. はじめに

膜分離技術は，単純には，粒子，分子あるいはイオンサ

イズでの舗い分けを行うことのできる微細なろ過技術であ

り，対象とする物質のサイズにより，それぞれ精密ろ過，

限外ろ過，逆浸透に分類される.最近では，限外ろ過と逆

浸透との中間に位置するナノろ過も注目されている.通常，

処理液を加圧状態で膜面上に流す十字流ろ過というろ過形

態がとられ，膜を通過できなかった物質が常に摸面上から

洗い流される状態が維持される.

膜分離技術は，加熱を伴わない分離技術であることから，

消費エネルギーが低く抑えられるばかりではなく，食品の

加工に利用した場合には 製品の品質を高く維持すること

カ宝できる

こうした特長から，膜分離技術は，食品産業においても，

さまざまな分野で応用が検討され，実用化の例も少なくな

い.表 1にその一部を示す山

しかしながら，膜分離技術のもつポテンシャルの高さか

らするとその発展は未だ十分とは言い難い

〒305…8642茨城県つくば市綴音台 2-1-12
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この主たる原因は，以下のようにまとめることができる.

まず，第 1に食品の多成分性に起闘する問題である.食

品産業において膜分離技術の対象となる溶液は，一般に，

多種の溶質成分を含んでいる. しかも，その濃度は他の産

業で対象となる溶液に比べて高いのが一般的である.この

ため，膜性能を表す指標である透過流東んと溶質に対する

阻止率Robsを理論的に予測することが極めて難しく，装置

の設計および操作条件の設定は試行錯誤と経験とに頼らざ

るを得ない.ここで¥透過流束んとは，単位時間，単位膜

面積あたりに得られる透過液の量であり，次式であらわさ

れる

]v=QI(A t) )
 

1
Bム(
 

ここで，Q， Aおよびtは，それぞれ，ろ過液量，膜面積

およびろ過時開を表す.

また，阻止率Robsは次式で、定義される.

Robs=l-Cp/Cb (2) 

ここで， CpおよびCbは，それぞれ，供給液および透過液

での溶費濃度を表し，阻止率 lというのは，透過液中に溶

質が全く出てこない状況を表すんおよびRobsは，それ
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第 2にフアウリングによるIJ膜j摸莫則，性|生能の変化の問題でで、ある

i液夜制j状犬食品'特に' タンパク質等の高分子物質を含む溶液を

限外ろ過した場合，透過流東は，純水を透過した場合に比

較して極めて低くなる.また容質に対する阻止率につい

ても，処理する溶液の性状により大きく変化する.こうし

た膜性能の変化は，限外ろ過法の実用上の最大の問題であ

り，これを訪比することが強く望まれている 膜性能の変

化には溶質のファウリングすなわち膜面上への付着や締孔

内への自詰まりが大きく隠係しているものと考えられてい

るが，その機構に関しては十分な解析が行われておらず，

有効な防止策が見いだされていない.

第 3に，閉止率を予測し安定した値に維持することが

困難であるために，精度の低い分離技術と見なされがちで

ある点である.日良外ろ過を舟いた食品の成分分離において

は，塩類とタンパク質との分離等が一般的な対象であり，

分子量にして一桁ι上の差がある場合に用途が限られてい

る.このため，分子量に大きな違いのない物禁同士の分離

に関しては，クロマトグラフイ一等の他の方法に頼らざる

を得ない.

第4はj農縮限界の陪題である.逆浸透法による濃縮の基

本的な原理は，その名前が去すとおり，浸透庄よりも大き

な圧力を加えることにより溶液から水を取り除くことにあ

る ところが，溶液の浸透庄は濃度とともに増大するため，

浸透圧と操作臣力が向等となった時点で濃縮の進行は停止

する.通常の逆浸透システムの場合，装置の耐圧が 6~7

MPa程度であるため，果汁のモデルとして glucose溶液を

考えた場合，浸透在が操作圧力の上限と同等となる糖濃度

30%程度にまでしか濃縮できない.実際の果汁を処理し

た場合においても，糖濃度 30%程度で，透過流東がゼロに

なる このため，蒸発法や凍結濃縮法を用いた場合と同等

の濃度にまで、は濃縮を行うことができない.これが， I浸

表 I 食品産業における膜分離技術の実沼化例

.チーズホエーからの有価成分の間収

・逆浸透i1農協乳からのチーズ，アイスクリームの製造

・ジュースの清澄化(パイナップル， ピーチ， リンゴ)

・ジュースのj袋綴(リンゴ，オレンジー トマト，グレープ)

.低アルコール濃度ビールの製造

-サイクロデキストリンの製造プロセスへの応用

.食品加工工程からの廃水処理rr

-オリゴ糖の分離・精製

-卵白の濃縮

主憾の製造

-ハチミツの清澄化

.酵素の精製

-天然色素の回収

・ワインの製造

-果汁の高品質イヒ

. !J英字Lfヒ

透圧の壁jとよばれる問題点である

本研究では，高濃度の多成分溶質系における膜性能すな

わち透過流東および溶質に対する阻止率を理論的に解析す

ることを可能としこれを基礎として食品産業における膜

技術利用の問題点を解決し膜分離システムの最適化を図

ることを参tみた.

理論的解析を試みるにあたっては，ファウリングと浸透

庄との影響に特に着目して検討を行ったすなわち，これ

まで低濃毘の単一溶質系に対して適尽されてきた濃度分極

式l'と不可逆過程の熱力学に基づく践の輸送方程式加を高

濃度の多成分溶質系に拡張して用いることにより，液状食

品の膜処理における浸透庄の影響を定量的に評価するとと

もに，ファウリングの影響を考慮することによって，膜透

過現象を理論的に表現することを試みた.さらに，得られ

た理論をもとに，食品用11莫分離システムの設計・最適化を

試みた.

2. 濃度分極式3) と膜の輪送方程式J)

本研究で用いた膜分離の基礎理論について簡単に解説す

る.

膜分離における物資移動を解析する際には， )長近傍での

物質移動と膜の内部での物質移動とを考慮する必要がある

先に述べたとおり，通常の膜分離においては，膜を透過

できなかった物質が膜面上に堆積することを回避するため

に. IJ莫表面と平行に供給液を流す十字流ろ過というろ過形

態がとられる. しかしながら，膜面上に蓄模した物質を完

全に洗い去ることはできない.このため，膜自の近傍には，

拡散でしか物質が移動しない濃度分極層とよばれる境界百z

が形成され，膜面で、の溶質濃度 cmr土，供給液本体での溶

質濃度 Cbよりも高くなる(濃度分極現象:閉 1) すなわ

ち，膜は Cm{こ相当する濃度の液を対象として分離を行っ

ていることになる 11莫近傍での物質収支から，透過流東

Jv.膜面濃度 Cm，供給液濃度 Cbそして透過液濃度 Cpの関

係を理論的に表現したのが (3)式(濃度分極式)である 3'

(Cm-Cp)/(Cb-Cp) =巴xp(J，、 Ik) (3) 

膜
↓膜境

i
Ju 

Cp 

透過護

Cb 

供給液

8 

Robs= l-Cpl Cb 

R=l-CplCm 

図 1 濃度分緩現象
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f滋度分極式j適用の基務作り rn笑の輸送方程式j遊間の装盤作り

モ デ)!-- 系 にお It る 検証

図 2 本研究の構成

ここで • k は物質移動係数とよばれる値である

一方，膜内部での物質移動を表現するものとしては，不

可逆過程の熱力学に基づく現象論方程式から導かれる鎮の

輪送方程式1; ((4)-(6)式)が用いられる.

Jv=Lp(d.P σ. MJ) 

R=O…F)σ/0…σF) 

F=exp 1-λ，0-σ)IPI 

(4) 

(5) 

(6) 

ここで¥σ.PおよびLpは，それぞれ，溶質反射係数，溶

質透過係数および純水透過係数であり • d.PとMIは，それ

ぞれ，膜の両侭IJでの圧力差と浸透圧差とを表す.また.R
は真の阻止率とよばれるもので. )J英国濃度 Cmと透過i夜濃

度らを用いて次式で、定義される

R=l-Cp/Cm (7) 

すなわち，膜の輸送方程式により • Cm • Cpおよびんの関

係が与えられる.

膜特性として， σ.P およびLpが既知で、あり • )J英近傍で

の h を見積もることができ，なおかつ • MIを膜の両iftUに

おける溶質濃授の関数として表現することができれば，濃

度分極式と膜の輪送方程式とを連立して解くことにより，

λrおよびRobsを推算することができる. しかも，この際，

フイッテイングパラメータを用いる必要はない.

本研究では，これまで低濃度の単一溶葉系に対して適用

されてきた濃度分極式と膜の輸送方程式を高濃度の多成分

溶質系に拡張して用いることを解析の基盤とした

3. 研究の構成

本研究の構成を図 2に示した

まず，濃度分極式および!肢の輪送方程式を高濃度の多成

分溶質系に適用するための基盤作りを行った

その後，限外ろ過，逆浸透およびナノろ過について，モ

デル系を対象として，濃度分極式と膜の輪送方程式に基づ

く解析を適用することの妥当性を検証するとともに，実il>i.

系における検証も行った.さらに，これらの成果を踏まえ

て，食品用膜分離プロセスの最適化を試みた

4. r濃度分極式J適用の基盤作り

濃度分極式を用いたWf.析にあたっては，物質移動係数h

を正確に見積もる必要がある.

物質移動係数の推算にはいくつかの方法があるが，最も

簡単なのは，物資移動に関する相関式を用いる方法である.

膜モジュール内の流れが層流の場合にはレベックの相関

式5; ((8)式)が，乱流の場合にはダイスラーの相関式6 ((9) 

式)が，一般的に用いられるー

NSh = 1.62 (NRe' Nsc . d}/ L) 13 (8) 

NSh = O.023NReO訂5N与coぉ (9) 

ここで. NRe. NふおよびNShは，それぞ、れ， レイノルズ数

(=u・dh・ρ111)ーシュミット数(口μI(D'ρ))およびシャー

ウッド安土 (=h'dhlD)であり ，D. μ，ρ， uおよびLは.

それぞれ，拡散係数，溶液の粘度，溶液の密度，モジ、ユー

ル内での漆液の流速および膜長さを表す.

これらの相関式を用いるためには，溶液物性として密疫，
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粘度そして溶質拡散係数が必要となるーそこで，物質移動

に関する相関式を用いて，高濃度の多成分溶質系における

物質移動係数を推算することを可能とするため，単糖，二

糖，多糖，タンパク質，有機酸等の水溶液に関して溶液物

性(粘度，密度および溶質拡散係数)の濃度依存性を測定・

調査し定式化するとともに，混合溶液での溶液物性を推算

するための手法を考案したわ-9)

5. r膜の輪送方程式J適用の基盤作り

膜の輸送方程式を高濃度の多成分溶質系に適用するにあ

たっては，その浸透圧がi容質濃度の関数として正確に表現

されていなくてはならない.

そこで，高濃度i容液の浸透庄の測定法の開発と多成分洛

質系における浸透圧の定式化を試みた7)-9)

従来からの代表的な浸透圧の測定法として，静圧法，補

償法および動庄法があげられる.静圧法は，最も単純な方

法で¥半透膜を介して溶液とi容媒をおいた際の，平衡状態

での液田高さの蓋を在力に換算して浸透庄を求めるもので

ある. この方法では，王子衡になるまでに 1週間程度の長時

間を要する. また， i夜商高さの差を浸透EEに換算するため，

測定範閤は板めて低い圧力に制限される 補f賞法は，溶液

側に圧力を加えて平衡となる庄力を見つけ出す方法で，静

在法よりも短時間で浸透圧を測定できるが，それでも 1日

程度の時間を要する しかも その問，常に液面高さを観

祭して在力を調整する必要がある.動圧j去は，半透膜を介

しての溶媒の移動速度を，種々の圧力下で測定し移動速

度がゼロとなる正力を外挿により求めて溶液の浸透圧とす

るもので，短時間で測定を終えることができるが，大がか

りな装置となるために，大量の試料を必要する

動圧法の欠点を補うため，思 3に示す新たな浸透圧計を

跨発した8) 圧力容器に封入した試料液を窒素で加圧する

ことにより半透膜によるろ過を行い動在j去の原理で浸透庄

を求めるものである.半透膜近傍での濃度分極を最小限に

抑えるため，圧力容器内部をマグネチックスターラーで捜

祥する また，試料溶液への窒素の溶解による誤差を防ぐ

ため，窒素による加臣はダイアブラムを介して行う.この

装置の開発により，測定に必要な試料の景を 300mL程度

にまで削減するとともに，測定範囲を 150気圧程度にまで

拡大することができた.また 測定に必要な時間も 30分

以、下 (4~11 点の測定)に抑えることができる.

開発した透過型浸透圧計による測定結果を図 4，5に示

す8) glucoseおよびsucroseでの測定結果は，文獄値と良

好に一致し，本装置による測定方法の妥当性が確認できた

glucose， sucroseおよびraffinoseのいずれにおいても，浸

透庄の値は理想溶液を仮定した際に得られる値と異なっ

た測定結果を解析した結果 glucose，sucrose， raffinose 

が，それぞれ2偶， 4偲， 61悶の水分子と水和して溶液中に

存在しその分だけ自由な状態で存在する水分子の数が

Water 

九..L1i

Reverse 
Osmosis 
Membrane 

I:'ressuri'!..ed LMalmetic 
Nitrogen Cylinder S-ti~~~~ 

図 3 本研究で新たに開発した浸透圧計(透過型)

減っていると仮定することにより 理想溶液での値とのず

れを表現できることが明らかとなった.すなわち，それぞ、

れの溶液の浸透庄の濃度依存性は， (10)-(12)式で表現で

きることが明らかとなった

JIg1u = -R TIVw ln 1 (100-C)IMw-2 CIMg1ut 

I 1(100-C) IMw… CIMg1ut (10) 

JIsuc出 -RTIVw ln I (100-C)IMw-4 CIM，ωJ 
I I (100-C)IMw-3 CI仏 uct (11) 

JIraf = -R TIVw ln I (100-C)IMw-6 CIMratf 

II (100-C)IMw-5 ClMraft (12) 

理想、溶液での値とのずれの原因が明らかとなれば，これ

らの成分を含む多成分溶質系での浸透)王も各成分の濃度の

関数として表現することができる.

静圧法および補償法における欠点を補う方法として，図 6

に示す平衡型浸透在計を開発したで静技法において測定に

多大の時間がかかるのは，溶媒が溶液側にある程度進入し

半透膜の近傍で溶液の希釈が起こり，溶液室内での濃度が

拡散で均ーになるのを待たなくてはならないからである.

補{賞法では，溶媒の移動はある程度抑えられるが，常時圧

力を調整を行わなくてはならず，多大の労力を要する.そ

こで，溶液室を完全に密封し，溶液室内に正力センサーを

設けた.また，溶液室の容積変化をなくすために，半透膜

を硬質の多孔質版でサポートした.試料をセットした後は

放置しておくだけでよく， 5~6 時間程度で測定が終了する.

開発した平衡型浸透庄計により測定したデキストラン

T70の浸透庄の濃度依存性を補償法による測定値ととも

に毘 7に示した7) 両者は，良好に一致しており，本方法の

妥当性が確認できた.平衡型浸透圧計を用いて，卵白アル

ブミン等の各種の高分子物質の浸透在を測定し，その濃度

依存性を定式化した(思 7).一般的に，高分子物質の浸透

庄は，理想、溶液での値に比較して極めて大きくなり，高j農
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度領域では指数関数的に増大して，

圧力に匹敵することが分かる，

ここで開発した 2種類の浸透圧計は，

れ販売されている.

透過型浸透圧計による澱定結巣の伊o(raffinose) 

限外ろ過におけるろ過

図 5

Reverse Osmosis 
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Sintered Metal 

いずれも製品化さ

本研究で新たに開発した浸透庄計(平衡型)

逆浸透法による液まず，

凶 6

そこで¥これらの基礎理論を，

状食品の濃縮に適用してみた

逆浸透法による液状食品の濃縮への適用

ここまでの検討で¥濃度分極式と膜の輪送方程式を高濃

度の多成分溶質系に適用するための基礎ができた

6. 
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モデル系における結果 (d.Pとλ，の関係;四crose)

物質移動係数hが既知の場合 (13)式と(14)式とを連

立して解くことにより，透過流東Jvを算出することができ

る.

また， 2成分溶質系 (glucoseとsucroseを含む系)では，

(16)， (17)および(18)式を連立して解くことにより，透

過流東んを算出することができる.

図 9モデル系における結果 (d.PとJ、の関係;glucose) 

単糖・ニ糖および‘有機酸を含む系の逆浸透濃縮に

おける膜性能の推算

逆浸透j去においては，全ての溶質が膜によって阻止され

るため，透過液濃度をゼロとみなすことができ，濃度分極

式と膜の輸送方程式は，それぞれ(13)式， (14)式のよう

くことができる.

図 8

6. 1 

(16) Jv=Lp' IL1P… II mix (Cm.g， Cm.s) ! (13) Jv=Lp(L1P一σ.L1m主 Lp'IL1P-II(Cm)! 

(17) 

(18) 

こうして得られた透過流東の推算催忠実際の逆浸透処

理における実験値と比較した.関 8，9および 10に，それ

ぞ、h.glucose 溶液. sucrose 溶液および、両者を含む溶液に

おけるろ過在力と透過流束の関係を示した実験値と推算

Jv = kg in mix ln (Cm. gl Cb. g) 

Jv=hg in mix ln(Cm. g/Cb. g) 

(14) 

ここで.Lpは膜特性で、ある純水透過係数であり，純水を

透過した際の透過流束人ァをろ過圧力L1Pで言語ることにより

求められる((15)式)

Lp=JwlムP (15) 

Jv=ldn I(Cm-Cp)/(Cb-Cp)! キ hln(Cm/Cb)
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浸透圧モデルによる透過流東の推算結果 (ovalbumin
溶液の限外ろ過)

図 11

モデル系における結巣 (ilPとI、の関係;glucoseと
sucroseの2成分溶質系)

らも，当初jは，卵白アルブミンi@i夜を対象として，

ゲル分極モデルを用いた解析を試みてみたが，多くの矛痛

が生じる上に.rゲル}音波茂」という根拠の不明確なフイツ

ティングパラメータを設定しなくてはならないという不便

さをはらんでいた司そこで，卵白アルブミン溶液のl浪外ろ

過に対して浸透圧モデルを適用してみた.モデルの形は逆

浸透の場合と同様である((13)一(15)式) ただし先にも

示したとおり，卵自アルブミン溶液の浸透圧は，高濃度域

で、は指数関数的に増大する((19)式)

卵白アルブミン溶液の限外ろ過におけるろ過圧力と透過

流東との関係を，浸透圧モデルによる推算値とともに，図

11に示す7' ホ。リオレフィンやポリスルホンを素材とした

!院については，実験値と推算値がほぼ一致したが，ポリア

クリロニトリルを素材とする践については，実験値が推算

催を大きく下回った

ポリアクリロニトリルを素材とする膜で，実験依と推算

僚とが一致しなかった理由として在質吸着による膜性能

の変化を考慮していないことが考えられた実際，限外ろ

過膜を卵白アルブミン溶液に浸しておくだけで，膜の透水

性が大きく低下するという現象が観察されたそこで，溶

紫吸着による模抵抗の増大を考癒したモデル(浸透圧…吸

着抵抗モデル7))を提案した 浸透圧吸着抵抗モデルで

は，透過流東は (20)一(21)式で表現される.

(19) II(C) =A) C+A2 C'十A3C1

図 10

値とが良好に一致していることが分かる

そこで¥次に.glucoseとsucroseを含む 2成分溶質系の

間分濃縮過程における供給液濃度と積算透過液量の経時変

化を推算してみたが，やはり，実験値と推算値は良好に一

致し提案した解析手法の妥当性が篠認できたさらに，

クエン離を加えて 3成分溶質系でも妥当性の線認を行った

6.2 果汁の逆浸透濃縮におけるシステム性能の推算

さらに，実液として清澄化したj刷、Hミカン果汁を対象と

した検証も行い，この解析手法が高濃度の多成分系である

采汁に対しでも通用でき，果汁の成分組成だけから逆浸透

濃縮プロセスの性能を良好に推算できることを明らかにし

た.

7. 高分子物質の醒外ろ過への適用

次に， jA2境分様式と膜の輸送方程式とを高分子物質の浪

外ろ過に適用することを試みた

タンパク質溶液の限外ろ過における透過流東の推

ここで， Ljは.溶質吸着後の純水透過係数で、あり ，i容質

の吸器した膜(すなわち，溶液に浸しておいた膜)におけ

(20) 

(21) 

λ， =Lp
/

• ld.P-IJ(Cm) I 

λr=/? ln (Cm/Cb) 

7. 1 

算

限外ろ過j去においては，対象となる溶質が高分子物質で

あることから浸透庄の影響は小さいと考えられ，膜性能の

解析にはゲル分極モデル即日が主に用いられてきた.これ

は，濃度分緩現象の結果. 11莫面上で溶質が高濃度に濃縮さ

れてゲルを形成しこのゲルが透過抵抗となって，透過流

東が低下すると考えるモデルである. しかし前述の高分

子溶液の浸透圧の泌定結果が示すように，高分子溶液とい

えども高濃度領域においてはその浸透庄は指数関数的に増

大し限外ろ過における操作圧力に匹敵することが知られて

きた内そこで，タンパク質等の高分子溶液の限外ろ過に

対しでも逆浸透法と同様の浸透圧モデルが適用されるよう

になってきた13
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浸透庄一吸着抵抗モデルによる透過流束の推算結果を図

12に示す.会ての膜において実験値と推算値とは良好に

一致しこのモデルの妥当性が確認された

浸透圧一吸着抵抗モデルで卵白アルブミン溶液の限外ろ

過における透過流東を良好に推算できるようになったが，

このモデルが広く受け入れられるためには，いくつかの疑

問に答えなくてはならない.

卵白アルブミンを限外ろ過した後の膜面上には，ゲル状

の付着物が観察されることから，透過流東の挙動を規定す

るのはゲル層の透過抵抗であると考えられ，古くからゲル

分極モデルを用いた解析がなされてきた.また，ゲル層が，

卵白アルブミン自身}4)やビタミン B1215}などのより小さな

物質に対する阻止性能を有することも知られており，卵自

アルブミンにより形成されるゲル層の限外ろ過践としての

利用や分間性能の解析に関する研究も数多くなされてき

たところが，本研究により，卵白アルブミンの限外ろ過

における透過流束を競走する要因は，膜面ょにおける浸透

庄の上昇と溶質吸着による膜透過抵抗の増大であり，ゲル

層の透過抵抗は無視できることが示された 実際に，ろ過

後の膜とタンパク溶液に浸した膜の透過抵抗を測定したと

ころ同等の伎を示した町こうなると， rゲル層」とはいった

い仰なのかという疑問に答えなくてはならない.

この疑問に答えるため，卵白アルブミン粉末を水に溶い

た液を精密ろ過膜でろ過してみた冷すると，卵白アルブ

ミンは透過せず，その際の透過流東は，浸透在ー吸義抵抗モ

デルによる捻算値と一致した また，ろ過後の膜面上には，

ゲル状の付着物が観祭された このことから，ゲル状の付

着物は，水に対する透過抵抗とはならないが，卵白アルブ

チーズホヱーの限外ろ過処理における透過流東の推算

ミン自身に対する閉止性能を有することが分かる.

次に，卵白アルブミン粉末を水に溶いた液を遠心分離処

理した後に，精密ろ過膜でろ過してみた.すると，卵白ア

ルブミンは膜を透過しその際の透過流東は未処理の液を

用いた際の数十倍の値となったまた，ろ過後の膜面上に

は，ゲル状の付着物は観察されなかった.この結果から，

ゲル状の付着物は，変性タンパク質の凝築物が膜面上に堆

積したものであるということが明らかになった.

7.2 チ…ズホヱ…の限外ろ過処理における透過流東の

推算17)

浸透圧一吸着抵抗モデルの妥当性を実液系で検証するた

め，チーズホエーの限外ろ過における透過流束の推算を試

みた17) 結巣を図 13に示したが，推算値と実験値は良好に

一致している.

チーズホエ…の眼外ろ過は，食品関連で最も多くの眼外

ろ過膜が使われている分野の一つであることから，本解析

手法の適用の範閤はある程度広いものと考える.

図 13

(22) 

((22)式)• る純水透過流束から求められる

Lp
ノココλ.v/d.P

ナノろ過膜の性能の解析に障する検討

続いて，ナノろ過膜の性能の解析に関する検討を紹介す

る ここまでの解析では，漆質の全てが膜によって臨1とさ

れる場合を対象としていたが，ここでは，溶質の一部が膜

を透過する場合を対象とする

逆浸透膜，限外ろ過膜ともに， 1960 年漬から工業的な利

用が始まり，逆浸透法については，海水の淡水化分野での

利用が主に検討され，一段操作で、の海水の淡水化を呂指し

た逆浸透膜の高祖止率化が進行した.一方で，半導体用の

超純水の製造にも適用されるよつになり，塩類に対しての

組止事は多少低くても，透水性の高い(低庄で多くの超純

8. 
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水を得ることができる)逆浸透膜が求められるようになり 50

塩阻止率が 95%以下の低阻止率化も進行したちょうど

逆浸透膜と限外ろ過膜の中間の性能を得ることを目的とし

ており，ナノろ過膜と呼ばれる.分画分子量にして 200か

ら1000程度の膜であり，通常 1MPa以下のEE力で使用さ

れる

食品においては，うま味の因子であるアミノ酸や核酸，

甘味の国子である単糖類や二糖類，さらに色合いを決定す

る着色物質などの分子量が ナノろ過膜で分離できる範囲

にあるため，ナノろ過膜の応用が注目されている山

既に，牛乳およびホエーの脱塩，アミノ酸調味液の脱色，

醤油の脱色などに応用が試みられている

ここでは，濃度分極式と膜の輪送方程式に基づく理論的

な解析をナノろ過に適用することにより，膜分離特性を推

算することを試みた.

8. 1 ナノろ過膜を痛いた単糖とニ糖との分離における

膜性能の推算

モデル系として単糖である glucos巴と二糖である sucrose

とを含む 2成分溶質系を対象とし高濃度の 2成分溶質系

における分離性能を濃度分極式と膜の輸送方程式により表

現することを試みたや解析にあたって，

① 倒々の溶質に対する膜の反射係数σzは溶液濃度によ

らず一定であり，他の溶賓の存在の影響を受けない.

②個々の溶質の透過係数Piも溶液濃度によらず一定

であり ，1jsの溶質の存在の影響を受けない.

③ 透過流東Jvは，透過液の粘度μpに反比例する.

④ Jvは，個々の溶賀に起因する膜の両側での浸透圧差

d.Il， にqをかけたものの和と操作庄力d.Pとの差に比例す

る.

@ 側々の溶質について濃度分極式が成り立っ

との仮定を適用した

これらの仮定を適用することにより， glucoseとsucrose

とを含む 2成分溶質系のナノろ過持の分離特性は， (23)一

(28)式で表現できる.

Jv=Lp' (μw/μp) l(d.P-.L: (σi . d.nJI (23) 

Ri = (l-FJσ;/(l-ai'民) (24) 

Fi=exp 1-Jv(l一σi)IPil (25) 

Jv=ki.inmix 'ln [(Cm.i-Cp.i)/(Cb.i-Cp.i)1 (26) 

Robs. i= 1-Cp.〆Cm.l (27) 

Ri=l-Cp. ;lCb.l (28) 

i : g (glucose) or s (sucrose) 

すなわち，膜特性として，各溶質に対する反射係数σzと
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図 14 高濃度 2成分溶質系の余循環ろ過における RObs.iおよび

ムのd..Pに対する依存性(図中の酪線は，推算値)

i容質透過係数P，.， そして純水透過係数Lpが既知で、あれば，

これらの式を連立して解くことにより，各溶質に対する阻

止率 RObs.iと透過流東Jvを求めることができる.

高濃度 2成分溶質系の会循環ろ過における Robs.1および

んのd.Pに対する依存性を盟 14に示した 図中の脱線は，

濃度分極式と膜の輸送方程式による推算値であり，プロッ

トは実験値である.両者は，良好に一致しており，提案し

た解析手法の妥当性が確認された

膜分離技術を用いて高分子成分と低分子成分との混合液

から低分子成分を除去する轄には，通常，定容ダイアフィ

ルトレーションとよばれるろ過形態が用いられる.これ

は，低分子成分を含む透過液を系外に取り出すとともに，

透過液と間じ量の漆媒を供給液タンクに補うことにより，

原料液から，低分子成分だけを洗い流す方法である.この

方法を用いて glucoseとsucroseとを含む 2成分溶質溶液

から glucoseの除去を行った際の，各成分の濃度および守主

算透過液量の経時変化を，濃度分極式と膜の輸送方程式に

よる推算結果とともに盟 15に示した.定容ダイアフィル

トレーションの過程が，提案したモデルにより良好に表現

されていることが分かる.

8. 2 ナノろ過を用いたオリゴ糖精製プロセスの性能評

価

実i夜系での検証を目的として，大立オリゴi憾のナノろ過

処理へ適用してみたが，推算値と実験値は良好に一致し

たー
さらに，キクイモオリゴ糖の精製工程への適用も試み

た?この工程では，抽出液から県外ろ過で高分子成分を
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除去した上で，ナノろ過による単糖および二糖の除去を行

い，三糖以上のオリゴ糖の精製を行うが，ナノろ過による

単糖および二糖の精製工程は，提案したモデルにより良好

に表現できた.そこで，実用規模のプロセスの設計を行う

とともに，設計した精製プロセスでのコスト計算も行って

みた.その結果 1kgの精製シロップの製造に要するコス

トが 130円程度となり，経済的にも有利なプロセスである

ことが示された

9. 膜分離プロセスの最適化への応用

ここまでの検討の結果，逆浸透，限外ろ過およびナノろ

過の全て工程が，濃度分様式と膜の輸送方程式とのこつの

式の単純な組み合わせで表現できることが線認できた単

純で，誰でも簡単に使える解析手法であるという点が非常

に重要であると考える.

続いて，ここまで提案してきた各モデルのさらなる汎用

性を確認するため，食品用膜分離プロセスの最適化に応、用

した例をいくつか紹介する.

9. 1 果汁用高濃度濃縮システム叩

先に述べた濃縮限界(浸透庄の壁)の開題を解決するた

めに，従来からの高臨11::率逆浸透!良と漆質の一部を透過す

るナノフィルトレーション膜とを組み合わせて用いている

図 16のようなシステムが提案されている.このシステム

の僚、裂は glucose溶液を例とした場合，次の通りである.

まず，水だけを透過する高祖比率逆浸透膜を用いて予備濃

30 15 
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図 15 glucoseとsucroseとを含む2成分溶質溶液の定容

ダイアフィルトレーション処理における C1>.iおよび
穣算透過液鐘九の経時変化

縮を行う.この予備濃縮液を，次に，溶質を適度に透過す

るナノフィルトレーション膜を備えたステージで処理す

る.ここでの透過液は溶質をある程毘含んでいるために濃

縮液と透過液との浸透在差が小さくなり， 7.0MPa程度の

操作圧力であっても，浸透圧がlO.2MPaとなる濃度 40%

にまで濃縮を行うことができる容質を含む透過i夜に関し

ては，予備濃縮工程へ返送する.この原理に基づいて有効

膜面積 7.2平方メートルの装置の製作を行った

清澄リンゴ、果汁を用いて試験を行ったところ，運転開始

後 4時開程度で、濃度は呂襟債 (40%)に達し，濃縮液の取

り出しを開始することができた.その後は， 6時間以上に

わたって，一定の速度で濃縮i濯を得ることができ，安定し

た状態で、連続濃縮処理を行うことができた また，最高で

糖濃度 46.5%まで、の濃縮を連続で行うことに成功した

そこで次に，溶質が一部透過する場合の浸透庄モデルに

より本装置の性能を理論的に表現することを試みた.果汁

中の成分がすべて glucoseであると仮定することにより前

述のモデルを用いて得られる計算値は，実測値と良好に一

致した.ヱド解析手法によりシステムの性能を良好に表現で

き，本モデルの妥当性が確認できたことから，次lこ，本モ

デjレを用いてシステムの最適化計算を試みた.設計の条件

としては，果汁中のj容質がすべて glucoseであるとし濃

度 10%の原料を毎時 1000kg処理して 45%までの連続濃

縮を行うこととした また，操作在力はlOMPaとした(図

17). 

高阻止率逆浸透膜 (NTR-7199)の商積を 56.0rn'ナノろ

過膜 (NTR-7450)の面積を 20.5m"とした場合，必要な膜面

積が最小となった.得られた最適化システムでの所要動力

は3160Wであり，これは 1kgの水を除去するのに 14.6

kJのエネルギーが消費されていることになる.そこで¥こ

の出費エネルギーを他の濃縮法での値と比較してみた表

2には，ここで提案した最適化システムでの消費エネル

ギーを蒸発法および、凍結濃縮法での値とともに示した膜

法や凍結濃縮法では電気エネルギーを使用するため，発電

効率を 0.4.ポンプあるいは圧縮機の効率を 0.7とした場合

の値を括弧内に示した発電効率およびポンプ効率を考癒

しでも，ここで提案したシステムでの消費エネルギーは蒸

発法の 8分の 1以下となった また，凍結濃縮法と比較し

供給液
濃度:10wt.% 
浸透庄:1.5MPa 

第2ステージ淡溺液

濃度:40wt.% 
浸透圧:10.2MPa 

第2ステージ透過液

話題皮 :20wt.%
浸透圧 3.6MPa 

凶 16 ナノろ過膜を用いた高濃度濃縮システム
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Low Rejection 
Membrane 

Cpr= 45wt.% 
qpr口 222kg/h

CP，l= Owt.% 
qP， 1 = 778 kg/h 

図 17 …過式高濃度濃縮システムのフロー(濃度 10%の原

料を毎時 1000kg処理して 45%までの濃縮を行う.
操作圧力:10MPa) 

表 2 10wt.%のglucose溶液から lkgの水を除去して 45wt.%

に濃縮する際に必要なエネルギー(単位:kJ) 

本システム

蒸発法

単効用缶

三:ill:効用伝

多重効mi前十蒸気圧縮法

凍結淡締法

14.6 (52.1) 

2300 

700 

460 

68.0 (243) 

(括弧内は，発電効率をoι，ポンプあるいは校総機の効率を

0.7とした場合の値)

た場合にも 5分の 1程度であり，極めてエネルギー効率の

高いシステムであることが分かる

9.2 ホホパ(Jojoba)搾油残漬からのタンパク費回収

ブロセス22)

ホホパは，米国南間部からメキシコを原産地とする植物

で\稜子は 50~60% のj訓告を含む.油脂は C!O~C必のワッ

クスエステル(液状)で，化粧品原料として有用である.

しかしながら，搾油残j査は 25%ものタンパク質を含んでい

るが， simmondsin (分子量・ 375)を含んで、いるために，家

音飼料として用いることができない.これは， simmondsin 

を経口で摂取した場合，動物に満腹感を与えて，その食欲

を減退させるためである.

搾油残j京中のタンパク賓と simmondsinを別々に回収す

ることができれば，それぞれ化粧品用乳化剤および家畜用

の食欲調整剤として利用でき，それぞれを有効に活用でき

ると期待される.

そこで，膜分離技術を用いたホホパ搾油残泣からのタン

パク回収プロセスの最適化を試みた

タンパク質等の精製においては，限外ろ過法を用いたダ

イアフィルトレーション処理により低分子物質を除去しタ

ンパク質の純度を高めるとともに，後に続く乾燥工程での

負荷を低減するために濃縮も限外ろ過法を用いて行うこと

〉、

Jv=kln (Clim/Cb) 

lnCb 

罰 18 ダイアフィルトレーション処淫による低分子成分除

去ヱ程と高分子成分濃縮工程の組み合わせの最適化

が望まれる.この場合，ダイアフィルトレーション処理を

先に行うか，それとも国分濃縮を先に行うかが問題となるー

すなわち，ダイアフィルトレーション処理を先に行えば，

透過流東は大きくなるが，大量のi夜を処理しなくてはなら

ない 一方，回分濃縮を行った後にダイアフィルトレー

ション処理を行えば，少量の液の処理で済むが，透過流束

は小さくなる.そこで，ダイアフィルトレーション処理に

よる低分子成分除去工程と高分子m 成分濃縮工程の組み合わ

せの最適化を試みた.

一般的に，限外ろ過時の透過流東はi容液中の高分子物質

(この場合はタンパク質)の濃度に依存し低分子物質の濃

度には依存しない.また，このときの関係は (29)式によ

り近似できる(浸透庄支配であっても，ゲル層支配であっ

ても)• 

Jv口 kln ( Clim/ Cb) (29) 

このような場合， まず，供給液中の高分子物質の濃度が

(Clin/e)になるまで，自分濃縮を行い，ついで=ダイアフィ

ルトレーション処理を行う(図 18).その後，再び間分濃

縮を行って所定の濃度にまで、高分子物資の濃度を高める

こうすることにより，処理に要する時陪を最短にすること

ができることを理論的に明らかにし実用規模での膜分離

システムを設計した.

9.3 廃鶏屠体からの抗酸化ジペプチドの分離・精製・濃

縮プロセス却

日本においては，肉質が劣るとの理由から卵を産まなく

なった鶏，すなわち廃鶏が年間 15万トン廃棄されている

しかしながら，鶏肉は，抗酸化性を示すジペプチド(アン

セリン・カルノシン)を高濃度に含有している.アンセリ

ンおよびカルノシンとは s-アラニンとしとスチジンが結

合したジペプチドである これらは，総称してヒスチジン

含有ジペプチドと呼ばれており，筋肉や脳などのエネル

ギー溶費が活発な組織に多く含まれている.アンセリン・
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チキンエキスl…工程陽イオン交換体処理
(タンパク質ならびに酸性および
中性アミノ畿の除去)

アンセリン・カルノシンの純度:60-70% 

l 
ンセリン・カルノシン (Mw:234):

6.25g/L 
クレアチニン(Mw:113):

2.31g/L 

一第2段階精製.濃縮工程:
膜分離(ナノろ過)フ。ロセス
(クレアチニンおよびナトリウムの除去)

目標
純度:90%以上
歩留り:95%以上

図 19 アンセリン・カルノシンの精製フロー

カルノシンには，生体pH平衡能，金属キレート作用，そ

して抗酸化作用があると考えられ，酸素消費の高い脳や激

しい運動を行なう筋肉の組織を保護する作用や抗疲労作

用，必須微量金属の運搬作用など，重要な生理機能を持つ

ものと考えられている

膜分離技術を用いることにより，アンセリン・カルノシ

ンを低コストで分離・精製することがでれば，幅広い食品

に適用可能な機能性食品素材と成り得るものと期待され

る.そこで，廃鶏に付加錨値を与え，その有効利用を可能

とすることを目的として チキンエキスに含まれるアンセ

リン・カルノシンを効率的に精製することのできる膜分離

プロセスの開発を試みた.

想定したアンセリン・カルノシンの精製フローを図 19

に示す.精製工程としては二段階の精製工程を想定した

第1段階の精製工程は陽イオン交換体処理であり，タンパ

ク質ならびに酸性および中性アミノ酸を除去する.イオン

交換体処理後のチキンエキス中のアンセリン・カルノシン

の純度は閤形分当り 60-70%で，主要な爽雑物は塩基性物

質のクレアチニンとナトリウムイオンである.アンセリ

ン・カルノシンの分子量が234であり，クレアチニンの分

子量が 113であることから 第2段階の精製工寝としてナ

ノろ過プロセスを適用し アンセリン・カルノシンから低

分子成分であるクレアチニンとナトリウムを徐去すること

を想定した.膜分離プロセスの目標としては，アンセリ

ン・カルノシンの純度を 90%以上，そして，歩留りを 95%

以上と設定した

ナノろ過処理中のアンセリン・カルノシンの歩留り，純

度および透過流束の経時変化を提案したモデルにより推算

した結果，実測値と良好に一致し，本モデルによりアンセ

リン・カルノシンの精製・濃縮の過程を表現できることが

明らかとなった この結果をもとに，廃鶏中抜き屠体 3.6t

より得られるチキンエキスのイオン交換体処理液(1000

kg)からアンセリン・カルノシンを歩止まり 95%以上かっ

間形物純度 90%以上の条件で製造するためのナノろ過処

理プロセスを設計した.検討に用いた 13麓のナノろ過膜

の中で最も優れた分離特性を示した NFT-50を用いた場

合.1000Lのイオン交換処理チキンエキスを 1時間で処理

するのに要する膜面積は 5.3m2で、あり，得られるアンセリ

ン・カルノシンは 7.4kgと計算された.

ナノろ過膜を用いた鶏肉抽出液からのアンセリン・カル

ノシン精製・濃縮プロセスは既に実用化されており，いく

つかの商品が上市されている.

9.4 クランベリー果汁からの安患番酸の分離・積製・濃

縮プロセス剖)

最近では，クランペリー果汁からの安息香酸の分離・精

製・濃縮プロセスへの膜分離技術の適用を試みている

クランペリーは北米原産の果樹で，赤く，独特の酸味の

ある果実を結ぶ. 日本では果汁欽料やジャムなどに加工さ

れることが多く，果実に含まれるキナ較には尿路感染症の

予防の効果もあり，機能性食材としても注告されている.

また，クランペリーには，キナ酸が変換されて生じる安息

香離が含まれており，この安息香酸を保存料として利用す

ることができないかと考え，エネルギー的に効率の良い膜

分離技術の利用を検討している.ポリアミドを素材とする

ナノろ過膜を用いてクランペリー果汁を処理すると，透過

液中に安息香酸が濃縮されて出てくるという興味ある現象

が観祭されている.現在，その機構の解析を行うとともに，

この現象を利用した新たなプロセスの開発に取りi混んでい

る.

lO. おわりに

以上，膜性能へのファウリング成分と浸透匝との影響を

定量的に評価し膜分離に関する基礎的理論の食品への適

用を可能とすることにより 食品用膜分離システムの最適

化を試みた.

近年，資源の有効利用の観点から，農産物のすべての部

分(成分)をそれぞれの特性に応じて有効に活用すること

が，これまで以上に強く求められるようになり，成分の変

性を最小限に抑えて省エネルギー的に分離・精製を行うこ

とのできる膜技術への期待はますます大きくなってい

るお)-27)

ここで紹介した一連の研究成果が，食品産業における膜

技術のますますの発展の一助となれば幸いで、ある.

本研究を実施するにあたり，ご指導いただいた木村尚史

先生(元東京大学教授)，中尾真一先生(工学説大学教授)• 

渡辺敦夫先生(元食品総合研究所プロセス工学研究室長)• 

中鵠光敏先生(筑波大学教授)，大谷敏郎氏(食品総合研究

所会商管理部長)に心から御礼申し上げます.また，本研
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究に対し有意義なご助言をくださいました林清氏(食品総

合研究所所長).五十部誠一郎氏(食品総合研究所食品工学

研究領域長)に深く感謝しミたします. さらに，共に本研究

に携わり，ご協力をいただいた穣原昌司氏をはじめとする

多くの方々に篤く御礼申し上げます.
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