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マイク開波構油描出装置の開発

村井正徳 浜田和秀 近森麻矢 山中義也*1 

山中恭二*1 松岡秀治*1 浅野公人*2 東奇望史*2 

Development of αMicrowαve extrαctive device 

Mαsαnori MURAl Kazuhide HAMADA Mαyα CHlKAMORI 

Yoshinαri YAMANAι4. Kyoji Y:必M冶NAKA Shuji MATSUOKλ 

Kimito ASANO Mochihumi TOTANI 

マイクロ波精油抽出は、内部加熱で対象物そのものが持つ水分のみを加熱して、水やその他の溶媒

を加えずに蒸留を行うことで、短時間、低コストで精油を抽出可能なことで知られてきた。しかし、

従来は一度の処理量が小さい装置しか存在せず、生産機としては実用的でなかった。本研究では、こ

れを実用に耐える容量までの大型化を目指し、 l時間で 2kgの柚子果皮の処理が可能なラボスケール

の試作機と 1時間で40kgの処理が可能なベンチスケールの試作機を設計、製作した。また、柚子果皮

からの精油抽出実験によってその性能確認を行った。

1. はじめに

高知県では、生産量が全国 1位の柚子をはじめ、

たくさんの柑橘類が栽培されてきた。近年は、

だけでなく、搾汁を行って、その果汁を保った商品

も販売されるようになった。特に柚子では、搾汁後

に残った果皮も食品加工用原料などに利用されてき

たO 柚子の果皮から作られているもののひとつに精

油(エッセンシャルオイル)がある。精油は、食品、

化粧品などの香りづけや、最近ではアロマセラピー

などでも住われている天然香料である O この精油を

抽出する方法のひとつとして、来皮と大量の水を減

EE釜にいれて蒸留する方法が用いられてきた。この

方法は、蒸留時間が長く、運転コストも問題になっ

ていたO また、蒸留後、大量に水を含んだ果皮残誌

の処理も問題になっていたO

一方、水を加えずに、材料の持つ水分のみをマイ

クロ波を使って加熱、蒸留する精油抽出の方法が提

案された1， 2)。この方法では、ハーブ類 U、オレンジ

ピール 2)等の精油抽出で、時間、コスト、得られた精

油の品質ともに優秀な結果が得られ、注目されるよ

うになった。しかし、この方法で抽出を行う装置は、
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実験室で少量のサンプルを処理する能力ものしか存

在せず、実用機の開発が望まれていた。

また、当センターのグル…プでは、マイクロ波加

熱で、読体または流動性のあるコロイド状の対象を

減圧下で脱水、濃縮を行う技術の開発に成功してい

た3，4)。本研究では、この脱水、濃縮装置の技術を発

展させ、マイクロ波精油抽出装置の実用機へとつな

がるラボスケール、ベンチスケールの試作機を製作

し、柚子果皮から精油を抽出する実験を行い、性能

を実証した。

2.マイクロ波精油抽出装置の構造

文献 3)の濃縮装置では、タンクの底領材、ら加熱

対象の果皮にマイクロ波を藍接当てるようになって

いた。この構造は、マイクロ波の反射を最小限にす

ることができ、安定して効率のよい加熱ができる利

点があったが、菌 1のようにマイクロ波の射出口に

関定用金具、ネジ、それらの際関等があって、来茂

カスなどがたまりやすかった。これは、処理中に雑

菌が繁殖しないように、常に清潔に保つ必要のある

食品加工用の機械では大きな問題であった。また、

マイクロ波が国定金具のエッジ付近に集中する傾向

があり、その部分で香りに重大な影響を与える焦げ

fすきが発生しやすかった。そこで、思 2のように、

射出口を円錐台状の誘電体とした。このとき、減圧
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タンクの内部は、図 3のように円形の射出口のみを

見てとることができる O

圏 1 文献 3)の濃縮装墨のタンク内部

減圧タンクの底抜 毒事i皮管

関2 円錐台状のマイク口波射出口

回3 ラボスケー)[，.精油抽出装置の減圧タンク内部

文献 1)、 2)で使用されたマイクロ波精油抽出装

には撹持装置がなかった。装置の大型化を考えた

場合、加熱のむらが生じる恐れがあった。また、極

端な場合には焦げ付きが発生する恐れもあるので、

撹祥装置は必須である。そこで、ラボスケールの試

作機では、マイクロ波の射出口および伺発生装震は

l個とし、上蓋側に撹持装置を設置した。ベンチス

ケールの試作機では、マイクロ波の射出口および問

波発生装置を 4個、撹狩装置も鼠板に設置した。こ

れは、ベンチスケールの試作機では、底板の中央に

撹持:装震を設置する場所があるのに対して、ラボス

ケ}ルの試作機では、底板中央にマイクロ波の射出

口があって、撹枠装霊の配置が関難なためである G

抽出装置の概略構成は関 4のようにした。減圧タ

ンク内で柑橘采疫をマイクロ波で加熱して、水蒸気

と精油の蒸気を凝集器で液体に戻すと、精油屈収タ

ンク内で、水層と精油松に分かれ、容易に精油を回収

することが可能である O また、水層の一部を還流水

として減庄タンクへ戻すことで、タンク内の水分量

を一定に保つことができるようにした O これによっ

て、沸点が高く、長時間の蒸留が必要な対象物も、

二子からびて焦げ付くことなく処理が可能となった。

マイクロ波発生終夜

囲4 マイク口波精油抽出装霞の概略構成

3. マイクロ波射出口の設計

文献3)では、加熱対象物、射出江の材料が決ま

ると!享さを解析的に定める方法が示された。しかし、

この方法は、本研究で採用した円錐台状の射出口に

は、適用不可能なため、有限要素法による三次元シ

ミュレーションを駆捜して、最適な形状を設計ーした。

3. 1 設計方法

設計に使用可能なパラメータは、間 5のように、

マイクロ波射出口の材料、関口桂、!享さ、母線の角

度となった。加工、組立を考躍して、マイクロi皮射

出口の材料は、 4フッ化系のフッ素樹脂の一種である

ポリテトラフルオロエチレン (polytetrafluoroethylene，

PTFE) を選んだ。 PTFEはテフロンの商品名で一般に

図5 設計に使用可能なパラメータ
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関口佳と反射率の関係図6

&~i，。

7号令

知られており、マイクロ波の吸収が小さいことから、

高周波町路の基板等の材料にもなっている。また、

PTFEは溶剤耐性も大きく、精油に触れる部分の樹脂

材料としても適当と考えられた。

射出口の寸法の中で、母線の角度は60
0

に国定し、

関口径と淳さのみをパラメータにして、設計を行う

ことにした O 計算には、円錐台状のマイクロ波射出

口と導波管の内側の l波長分を、対称性を考慮し114

のモデル化した。有限要素法解析ソフト必ISYSの高周

波解析機能を使い、 2.45GHzの周波数町、答で、投入し

たマイクロ波エネルギーの内、反射して導波管に震っ

てくるエネルギーの割合を計算した。なお、この反

射率は小さい方が、加熱効率がよく、 Oが理想状態

である O
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厚さと反射率の関係図7

計算結果

さを、文献3)での最適値である22.9mmに間定

し、関口径をパラメータとして反射率を計算すると

図6のようになり、関口径が186聞のとき、反射率が

最小の6.3%になった。次に、関口密を186mmに固定

して、厚さをパラメータとして反射率を計算すると、

図7のようになり、!享さ28mmのとき、反射率が0.84

%になった。このときの、代表的な電界強度分布は

簡 8のようになった。マイクロ波はエッジ付近に集

中することがよくあるが、導波管側のエッジにのみ

集中が発生し、加熱対象の側のエッジ付近には発生

しなかった。このため、焦げ付きは発生しにくいこ

とが予想、される O

2 3. 

竜界強度分布

濃縮装置3)を改造した試作機

国 8

密 9

4.試作機

4. 1 濃縮装藍3)を改造した試作機

図4で示したシステム全体の設計を行うための基

礎データを得るため、文献 3)の濃縮装震を関 9の

ように改造して抽出実験を行った。

搾汁後の柚子果皮を粉砕したもの 1kgと水100mlを

投入し、ゲージ圧力-94kPa(品温は40"C)、マイク

ロ波出力600Wで l時間の抽出を行った。なお、 100ml

の加水は、図 1に示したマイクロ波射出口にある閤

定用金具の隙間等にたまった果皮カスの焦げ付き防

止ためである。このときの抽出時間と精油の量の関

係は国10のようになり、最終的な抽出率は0.48%

(ml/kg) となった。これから、 l時間で抽出が終了

することが篠かめられた。文献 2)では、オレンジ

ピール単位グラム当たり 0.5Wh/gのマイクロ波エネ

ルギーを投入していた。本研究では、柚子果皮に対

して、 0.6Wh/gのマイクロ波エネルギーを与えれば

よいことになった。そこで、次のラボスケール試作

-27-
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抽出時間と抽出された精油の量

回11 ラポスケール試作機

70 

識とベンチスケール試作機では、 60分で、 0.5Wh/g

以上のマイクロ波エネルギーを投入できるように設

したO

4. 2 ラボスケール試作機

減圧タンク容量 8Q (柚子果皮で 2kg)、マイクロ

波の最大出力1.5kWとして、関11のようなラボスケー

ル試作機を製作した。排気系は文献3)、 4)と同様

にインバーター制御の真空ポンプを用いて、減EEタ

ンク内の気圧を一定に保つ方式を採用した。

粉砕した柚子果皮2.16kgに加水せず、ゲージ圧力

-94kPa (品温40
0

C)、マイクロ波出力400Wで75分の

抽出を行った。精油18mlが採取で、き、抽出率は0.83%

(ml/kg)になった。この億は、本報告の他の値よりも

大きいが、原材料のロットによる違いと考えられる O

4. 3 ベンチスケール試作機

減庄タンク容量160Q (柚子果皮で、40kg)、マイク

ロ波の最大出力20kWの圏12のようなベンチスケール

試作機を製作した。前述のラボスケール試作機と間

様に、インバーター制御の真空ポンプを用いて、 i威

圧タンク内の気圧を一定に保つ方式を採用した。

粉砕した柚子果皮40kgを投入して、マイクロ波出

力20kWで、温度が30、40、50、60tになるように臣

カを変化させて、抽出実験を行ったところ、抽出率

は図13のようになった。設計百標の60分での抽出率
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20 30 40 50 60 70 80 

Time(min) 

精油抽出率の時間経過

は、 30tのとき0.49%、40
0

Cのとき0.54%、50tの

とき0.68%、60tのとき0.85%となった。

5. まとめ

カスのたまりにくい構造のマイクロ波射出自の設

計、およびその射出口を搭載したマイクロ波精油抽

出装置の試作に成功した。さらに、上記射出口およ

びマイクロ波発生装置を複数搭載して、 40kgの拍子

果皮から60分で精油抽出が可能な装置の開発に成功

した。この装置でのマイクロ波エネルギーの投入量

は、文献値と同等で、運転コストでの優位性も維持

されている O

本報告の柚子果皮による精油抽出実験およびベン

チスケール試作機の製作は、経済産業者 平成21年

度 地域イノベーション創出研究開発事業 f柚子製

品加工技術劇訴によるコスト低減を伴う製品の高付

加価値化jにより執り行われた。
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