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トウモロコシ澱粉の流動層造粒工程の解析

ーパインダ供給速度および噴霧圧が流動層含水率

および頼粒の成長に及ぼす影響-
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Fluidized bed granulation is widely used to improve :flowability and solubility of various kinds of 

powdered food products. Aqueous solution is usually sprayed to the powder to grow the granules in 

the process， however， increase in the moisture content of granules often spoi1s the product quality and 

elongates successive drying period. This study investigated effects of binder spraying rate (10~40 

g/min) and binder atomizing air pressure (0.05~0.25 MPa) on the moisture balance of the :fluidized 

bed and the granule growth to determine the preferable binder spraying condition for mixed powder 

of maize starch (800 g) and dextrin (200 g). Although the amount of binder that evaporated without 

binding the partic1es increased as the binder spraying rate increased， the ratio of the evaporated 

binder to the amount of totally sprayed binder decreased from approximately 60% to 30%. The 

pressure of binder atomizing air had no effect on the powder moisture content. The amount of binder 

required for the granulation decreased at faster binder spraying rate and lower atomizing air pressure， 

however， coarse partic1es were produced in these conditions. At lower binder spraying rate， spherical 

and uniform size granules were produced. 

Keywords: agglomeration， constant rate drying， droplet size， falling rate drying 

l 緒言

インスタントスープおよび飲料などの粉末食品は，

微粉末の状態では搬送および計量・充填が難しく，ま

た水や湯に溶解する際にランピング(ママコ，ダマ)
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を起こしやすいという問題がある. 乙れは粒子径が小

さくなるにしたがい粉末の流動性が低下し，凝集性が

強くなるためである [1-6]. 粉末の流動性が低くなると

加工装置の輸送パイプあるいはホッパーなどの内部が

粉末で閉塞するなどの問題が発生しやすくなり，また

粉末を安定的に流すことが難しくなり定量を充填およ

び包装するごとが困難になる.粉末の凝集性が高くな

ると水と混合する際に凝集塊を形成しやすくなり，さ

らに凝集塊表面にゲル状の皮膜が形成され，溶解する

ことが非常に難しくなる.これらの問題を解決するた
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め多くの粉末食品や食品の原料粉末に対して，粒子を

結着させて粒子径の大きい頼粒状に成型し流動性およ

び溶解性を向上させる造粒が行われている [6-12].

粉末の造粒には様々な方法が用いられているが，広

く使用されている方法の 1つに流動層造粒が挙げられ

る.流動層造粒では気流により浮遊している粉末に液

体パインダを噴霧し，粒子を架橋して頼粒を形成する.

一般的にパインダには水あるいは高分子水溶液が用い

られる.水溶液などのパインダを使用する造粒法は流

動層造粒を含め湿式造粒とよばれるが，これらの造粒

法では形成された頼粒の含水率はパインダの添加によ

り高くなっているため，造粒後は頼粒の乾燥が必要と

なる.流動層造粒においては，造粒により形成された

頼粒を乾燥機に移動することなく，造粒装置内で流動

層乾燥することが可能であるため，工程を単純化しや

すく，製品への異物混入の危険性が低いとされる

[13-14]. また流動層造粒の他の利点としては，原料全

体に偏りなくパインダを添加しやすい点，形成された

頼粒の溶解性が良い点が挙げられる [12，13，15].

流動層造粒ではパインダとして水分を加えた後，頼

粒を温風で乾燥するため，製品の品質が水分や熱など

の影響を受けるとされる [16]. 造粒中の流動層の含水

率が高くなると乾燥時間が長くなるため，頼粒製品の

品質変化を抑制するためには流動層の含水率は低い方

が望ましいといえる.一方 粒子がパインダで架橋さ

れ頼粒に成長して p く過程においては流動層の水分が

重要な役割を担っているとされていることから

日7-21]，流動層造粒において製品の品質変化を抑制し

つつ所期の大きさの頼粒を得るためには，流動層の含

水率が適切になるよう造粒条件を設定する必要がある.

しかしながら，流動層造粒において頼粒の成長に影響

する因子は非常に多いとされ [15]，また流動層内部に

おいてはパインダ供給による加水と気流による水分蒸

発が同時に起きているなど，内部の水分移動は非常に

複雑である.また，噴霧されたパインダのミスト径な

どの条件と頼粒の成長の関連について研究がなされて

いるが [22-28]，頼粒の成長に対する乙れらの条件の影

響については様々な見解が示されており，原料により

頼粒の成長メカニズムが異なるともされ [22，29，30]，未

だに不明な点も多い.

本研究では，比較的澱粉が多く含まれる粉末食品の

流動層造粒を想定し，様々なパインダ供給条件におい

て流動層含水率がどのように上昇し，また頼粒がどの

ように成長するかを明らかにすることを目的とした.

具体的には粉末食品のモデル試料としてトウモロコシ

澱粉とデキストリンの混合粉末を用い，パインダの供

給速度およびパインダを二流体ノズルで噴霧する際の

微粒化用空気の圧力が，流動層の含水率変化に与える

影響について検討した.また，パインダ供給量に対す

る頼粒径の変化について調べ，パインダ供給条件が頼

粒の成長過程に及ぼす影響について検討した. さらに，

頼粒の構造を顕微鏡にて観察しパインダ供給条件が頼

粒の形成過程に及ぼす影響についても検討した.

2. 実験材料および方法

2.1 実験材料

造粒の原料にはトウモロコシ澱粉(ホワイト，日本

コーンスターチ株式会社)およびデキストリン(サン

デック非70 (DE: 6~8) 三和澱粉工業株式会社)を混

合した試料を用いた.それぞれの原料および混合原料

の体積中位径D5Q，含水率および 1回の造粒試験に用い

た質量を Table1に示す. トウモロコシ澱粉は目聞き

500μmの舗で漉した後，合水率を 10.0%w.b.に調整し

て用いた.パインダにはグアーガム (073-04615，和光

純薬工業株式会社)0.15%水溶液を用いた.

2.2遭粒方法

2ふ 1 実験装置

実験に用いた造粒装置の概略図を Fig.1に示す.造

Table 1 Materials for the granulation. 

Materials D5日[μm]*

Maize starch 16.1 :t 0.1 

Dextrin 109.8 :t 0.3 

Ayerage/Total 18.2 :t 0.1 

* n=3 

Moisture content 
[%w.b.] 

10.0 

5.9 

9.2 

Mass [g] 

800.0 

200.0 

1000.。

Fig. 1 Schematic drawing of the fluidized bed granulator. 1. 

Air compressor， 2. Air dryer， 3. Mass flow controller， 4. Air 

heater， 5. Stainless steel mesh， 6. Granulation chamber， 7. 
Sampling nozzle， 8. Bag filter， 9. Solenoid valve， 10. Back:wash 
nozzle for bag filter， 11. Exhaust， 12. Air pressure regulator， 
13. Peristaltic pump， 14. Binder solution， 15. Magnetic stirrer 
with heating plate， 16. Two-fluid nozzle. 
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粒容器は厚さ 10mmのアクリル樹脂製であり，上部は

内径 250mmの円筒形，下部は円錐台形で底部の内径

は 100mmとなっている.容器の底部には整流板およ

びステンレス鋼網 (120メッシュ)が設置されている.

粉体試料を流動させる空気は，装置外部からエアコン

プレッサにより供給される.エアコンプレッサから送

風された空気は，除湿された後，流量制御器を通して

一定流量にて造粒装置に供給される.造粒装置に供給

された空気は，ヒータにより加熱されて造粒容器に送

風される.造粒容器内で粉体試料の流動に使用された

空気は，造粒容器上部に設置された 4本のバッグフィ

ルタを通して装置外部に排出される.それぞれのバッ

グフィルタには逆洗ノズルが取り付けられており， 10 

秒毎に圧縮空気によりフィルタに付着した粉体を順次

払い落とし，フィルタの目詰まりを防ぐ.

ノtインダは，圧縮空気とともに二流体ノズルにより，

造粒容器上方から下方に向かつて噴射される.二流体

ノズルのチップ口径は1.0mmであり，ノズル先端から

容器底部までの距離は 335mmである.圧縮空気の圧

力は圧力制御器により調整が可能で、ある.パインダは

マグネティックホットスターラにて温度制御および撹

持され，ペリスタポンプによりノズルに供給される.

造粒容器には底部より高さ 200mmの位置にサンプリ

ングノズルが取り付けられている.サンプリングノズ

ルは長さ約 150mm，直径 10mmのステンレス鋼製で

あり，先端から 60mmの位置に幅 6mm，長さ 30

mm，深さ 6mmの溝を有している.造粒中にサンプリ

ングノズルを造粒容器側面の挿入孔より容器内に挿入

すると，流動している試料の一部がサンプリングノズ

ルの溝に入る.サンプリングノズルを造粒容器から引

き出すと，溝に入った試料を造粒容器から取り出すこ

とが可能で、ある.造粒容器への試料の投入および取り

出しは，バッグフィルタを取り外して容器上部を通し

て行う.

2ふ 2 操作手順と条件

造粒試験は，装置予熱，原料予備撹梓，造粒および

乾燥の手順で行った.造粒容器に送られる空気の温度

は，全工程において 80
0

Cで一定とし，流量を 0.500m3j 

min (大気圧， ot換算)とした.予熱は，造粒容器に

供給される空気温度が 80
0

Cに達し，さらに造粒容器の

温度がほぼ安定するまで行った.装置の予熱後，温度

を30
0

Cに調整した原料を造粒容器に投入し， 3分間の

予備撹拝を行った予備撹枠の後， 30
0Cのパインダを

原料に対して所定の時間噴霧し造粒を行った.造粒工

程の後，引き続き試料の流動層乾燥を所定の時間行っ

た.

2.2.3 試験区

本研究では，流動層へのパインダの供給速度および

二流体ノズルへ供給されるパインダ微粒化用空気の圧

力が，流動層の含水率変化および頼粒の成長過程に及

ぼす影響について調べた.パインダの供給速度を 10.0，

15ム 20.0，30.0および 40.0gjminの 5条件，二流体

ノズルに供給する空気の圧力を 0.05，0.10， 0.15およ

び 0.25MPa (ゲージ圧)の 4条件とし，それぞれの全

ての条件の組合せについて試験を行った.

2.3 流動層の含水率変化解析

流動層の含水率変化解析においては，各種パインダ

噴霧条件にて造粒が行われている流動層から，サンプ

リングノズルを用いて 30 秒~3 分間ごとに約 1 gの試

料を取り出し，試料の含水率測定を行った.試料の含

水率は，加熱乾燥式水分計 (MX-50，株式会社エー・

アンド・デイ)を用いて測定し，測定温度を 160
0

Cとし

た含水率は乾量基準とし，試料の水分質量を乾物質

量で除した値とした.

2.4頼粒の成長解析

頼粒の成長解析においては，各種パインダ噴霧条件

にて Table2に示す時間の範囲でパインダ供給時聞を変

化させ造粒を行った造粒後には試料の含水率が約

7.5%w.b.になるまで流動層乾燥を行った造粒により

得られた頼粒の粒度分布をレーザ一回折散乱粒度分布

計 (LS13 320，ベックマン・コールター株式会社)に

て乾式測定した.なお試料の屈折率は1.6とした.

2.5 頼粒の構造観察

造粒により得られた頼粒の構造を低真空走査型電子

顕微鏡 (JSM-5600LV，日本電子株式会社)にて加速電

圧 2kVで観察した

3. 結果および考察

3.1 パインダ噴霧条件と流動層含水率

3.1.1流動層の含水率変化

造粒中の流動層含水率の例を Fig.2に示す.二流体

ノズルに供給された微粒化用空気の圧力によらず，そ

れぞれのパインダ供給速度における流動層の含水率変

Table 2 Binder spraying period for each spraying condition. 

Binder spraying Specific binder spraying Binder spraying 

rate [g/minl rate Sp [min-11 time [minl 

10.0 0.0110 20 -100 

15.0 0.0165 10 -50 

20.0 0.0220 5 -25 

30.0 0.0330 2.5-12.5 

40.0 0.0441 1.5- 7.5 

The specific binder spraying rate Sp [min-11 was obtained by 
dividing the binder spraying rate [g/minl with the dry mass of 

sample powder (908 g). 
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Fig.2 Examples of changes in moisture contents of the 

fluidized bed during the granulation. The binder spraying 

rates were (口)10.0 g/min， (0) 15.0 g/min， (ム)20.0 g/ 

min， (く>)30.0 g/min and (マ)40.0 g/min. Air pressure for 

the binder atomization was 0.25 MPa. Curves represent 

Equations 2 or 3 fi仕edto the data by non-linear least square 

method. 

化は Fig.2に示した結果とほぼ同等で、あった.パイン

ダ供給速度が 30~40 g/minと速い条件においては，流

動層の含水率は直線的に増加していき，パインダ供給

速度が遅くなるにしたがい流動層含水率は上に凸の曲

線を描き増加するようになった.また，パインダ供給

速度が 10g/minの条件においては，流動層の含水率が

一定値に収束する様子が見られた

なお，流動層の含水率がおよそ 0.33d.b. decimal (約

25%w.b.) を超えると造粒容器内部に試料の流れが遅い

領域が現れ，合水率が 0.38d.b. decimal (約 28%w.b.)

付近に達すると試料の流動が停止したまた，造粒開

始時にはバッグフィルタへの少量の試料の付着が確認

されたが，造粒の進行とともにバッグフィルタへの試

料の付着はほぼ見られなくなった.バッグフィルタに

付着した試料は少量であり，さらに払い落とされ流動

層に戻り撹拝されるため，バッグフィルタへの試料の

付着が，流動層含水率の変化および頼粒の成長へ及ぼ

す影響は小さいと考えられた.

3.1.2 含水率変化モデル

測定された流動層の合水率増加は，いずれの条件に

おいても供給されたパインダ量から算出される含水率

増加に比較して小さかったが，これは造粒中において

も常に流動層からの水分蒸発ならびに噴霧されたパイ

ンダの蒸発が起きているためである [16，24，31]. 合水率

が上に凸の曲線を描いて増加する条件においては，流

動層含水率の増加にしたがい水分蒸発速度も増加した

といえる.一方，含水率が直線的に増加している条件

においては，流動層の含水率によらずに一定の水分蒸

発が起きていたとみなせる.実際の流動層造粒の過程

では，流動層含水率に応じて速度が増加する水分蒸発

および一定速度の水分蒸発の 2種類の蒸発現象が同時

に起こっていると考えられパインダ供給条件により

それぞれの水分蒸発機構の寄与が変化するため，合水

率変化は直線的であったり曲線であったりと変化する

と考えられた.

本研究では，予備試験において頼粒の流動層乾燥に

おける乾燥速度測定を行っており，本研究における流

動層の含水率範囲においては，流動層からの水分蒸発

は第一段の減率乾燥に従うことが確認された.したがっ

て，造粒中の流動層の含水率M [d.b. decimal]は，パ

インダ噴霧による加水，一定速度の水分蒸発，ならび

に流動層含水率Mおよび平衡含水率Meの差に速度が

比例する水分蒸発の並列モデルによって次のように表

せると考えられた.

。IM/θt=争 -Ev-k(M-Me) (1) 

ここで，tは時間 [min]である.sp [min-1
]はパインダ

供給速度 [g/min]を原料の乾物質量 (908g) で除した

値であり，本研究では比パインダ供給速度と定義し，

パインダ供給速度 [g/min]との対応を Table2に示し

た Ev[min-1
]は一定速度の水分蒸発を表す速度定数，

k [min-1
]は流動層含水率M と平衡含水率Meの差に応

じた水分蒸発を表す速度定数である.モデルを単純化

するため，本研究では流動層の平衡含水率は一定と仮

定し，予備試験の結果から得られた 0.0337:t0.0008d.b. 

decimal (n = 3) を用いた式(1)に初期条件 t=O，M= 

M。を与え積分すると h宇Oの時は，

M中竺竺+(Moー比一竺竺)侃p(財)ω

また，k=Oの時は，

M=Mo+(Sp-Ev)t (3) 

が得られる.

測定された含水率に，速度定数Evおよびhを回帰変

数として式(2)および式(3)を回帰した結果を Fig.2に

示す.パインダ供給速度が1O~30 g/minの条件におい

ては，合水率測定結果は式 (2)で表せた.また，パイン

ダ供給速度が 40g/minの条件においては，含水率増加

が直線的であり hの値が極めて小さく式 (2)による回帰

が行えなかったことから，式 (3)にて回帰を行った.

3.1.3 パインダ噴霧条件と速度定数

流動層の水分測定結果を式 (2)あるいは式 (3)にて回

帰して得られた速度定数 hおよびEvをFig.3および

Fig. 4に示す.比パインダ供給速度 Spが増加すると速

度定数hは減少するのに対して，速度定数 Evは増加し

た式(2)における速度定数hは，粉体に強く吸着され
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Fig.3 Dependency of rate constant k on specific binder 

spraying rate Sp. Air pressure for the binder atomization 

were (0) 0.05 MPa， (ム)0.10 MPa， (く>)0.15 MPa and (マ)

0.25 MPa. The rate constant k without spraying binder is also 

presented (・).Solid curve represents the k value predicted 

byEq.10. 

た水分の蒸発速度を表しており，粒子同士の架橋に使

われるなど，比較的造粒への寄与が高かったパインダ

液滴の蒸発がごれに含まれると考えられる.一方，式 (2)

および式 (3)における速度定数Evは束縛されない自由

な水分の蒸発を表しており，噴霧された後に粉体に付

着せずに蒸発するなど，造粒への寄与が低かったパイ

ンダ液滴の蒸発がこれに含まれると考えられる.パイ

ンダ供給速度が増加することにより，粉体に付着する

ことなく蒸発するパインダ液滴も増加すると考えられ，

それによって速度定数Evは増加したと考えられる.一

方，速度定数Evの増加は，粉体に付着していないパイ

ンダ液滴の蒸発に，流動層へ供給される温風がより多

く使用されることを意昧する. したがって，速度定数

Evが増加したことにより 流動層に供給された温風が

粉体を乾燥する能力が減少して速度定数hが減少した

と考えられた.パインダ供給速度を増加させていくと

最終的に温風が粉体を乾燥する能力がなくなり，パイ

ンダ供給速度が 40g/min (Sp = 0.0441 min-1) において

は，速度定数hがほぼ0になったとみなせた.

ところで，本研究の結果からは速度定数hおよびEv

にパインダ微粒化用空気の圧力による明確な差はみら

れなかった. しかしながら，パインダ微粒化用空気の

圧力はパインダ液滴の大きさに影響を及ぼすと考えら

れ，その蒸発速度にも影響を及ぼす可能性があると考

えられる.本研究において，パインダ液滴の蒸発を表

す速度定数に，パインダ微粒化用空気圧力による明確

な差が確認されなかった原因としては，流動層からの

0.015 
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Fig.4 Dependency of rate constant Ev on specific binder 

spraying rate Sp. Air pressure for the binder atomization 

were (0) 0.05 MPa， (ム)0.10 MPa， (く>)0.15 MPa and (マ)

0.25 MPa. Solid curve represents the Ev value predicted by 

Eq. 6 and 7. Dashed curve represents the Ev value predicted 

byEq.5. 

含水率測定用試料の採取時間の誤差，および含水率測

定の誤差の影響などが考えられた.

比パインダ供給速度 Spの増加にともない速度定数

Ev は増加したが，パインダが効率よく粉体に吸着して

いるかを判断するには，供給されたパインダに対して

粉体に付着せずに蒸発したパインダの比率を知る必要

がある.速度定数EvのSpに対する比Ev/SpをFig.5 

に示す.この図よりパインダ供給速度が 10g/min (Sp 

=0.0110 min-
1
) の条件においては噴霧されたパインダ

の約 60%が粉体に付着せずに蒸発したと解釈できる.

また，Spが大きくなるほど Ev/SPは低下し，パインダ

供給速度が 40g/min (Sp=0.0441 min-
1
) の条件におい

ては粉体に付着せずに蒸発したパインダの割合は約30%

まで低下したと解釈できる. したがって，パインダの

効率的な使用という観点からはパインダ供給速度は速

いほうが良いといえる.

ところで Fig.5より，比パインダ供給速度 SpとEv/

Spの関係は直線で近似できると考えられることから，

Ev/SPを次式で示す Spの 1次関数と仮定する.

Ev/Sp=戸キαSp (4) 

式 (4)にて αおよびβは回帰係数である.また，式 (4)は，

Ev=βSp+αSp2 (5) 

と表せるが，Evはある比パインダ供給速度 SPcニ

-s/2αで、極大値Evmax=-s2/4αをとることになる.現

実には Evが極大値をもつことは考えにくいことから，
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Fig.5 Changes in ratio of rate constant Ev against specific 
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. 

Dashed curve represents value of Ev/ S.戸predictedby Eq. 7. 

Ev は比パインダ供給速度 SPc以上においては Evmaxで

飽和すると考えられる.Evの飽和は，流動層に供給さ

れる温風に，それ以上のパインダを蒸発させる能力が

ないことを表しており，粉体に含まれている水分を蒸

発させる能力もなく，速度定数hがOになることを示

していると考えられる.

SpがSPc以上において速度定数Evが飽和すると仮

定した場合，式 4は次式のとおり修正される.

Ev/争 =β十αSp (ゃく恥) (6) 

Ev/争 =Evmax/争 (争どや~) (7) 

Fig.3より速度定数hはパインダ供給速度が 30g/min 

(Sp=0.0330 min-1)から 40g/min (Sp = 0.0441 min -1) 

の間で Oになっているとみなせることから SPcはこの

区間に存在し， Fig. 5に示した 0.0330min-1以下の Sp

が式 (6)で回帰できることになる.速度定数Evにパイ

ンダ微粒化用空気の圧力の影響はないと仮定し，該当

データ全てを一括して式(6)にて回帰すると α=-9.38

およびs=0.71lが得られ， さらに，

SPc=0.0379 [min-11 

Evmax=0.0135 [min-
11 

(8) 

(9) 

が得られた.Sp ~ SPcの範囲における Ev/Spは，式(7)
および得られた Evmaxより ，Fig.5に破線で描かれた曲

線にて表される.また，SPcおよびEvmaxの値をもとに

予測される Evの値を Fig.4に実線で示した.

また，パインダを添加しない状態，すなわち Sp=O

min-1における速度定数hの値ko=0.0685土0.010min-1 

(n=3)を試料の流動層乾燥試験の結果から求めた (Fig.

3). 速度定数hはEvの増加に対し直線的に減少し Sp

=SPcでk=Oになると仮定すると，

k= ko (l-Ev / Evmax) (10) 

と表せる.式 10から予測される hの値を Fig.3に実線

で示した.速度定数 hについても予測値はほぼ実験結

果と一致した.以上のように，速度定数hおよびEvを

比パインダ供給速度 Spにて表すことにより，式(2)に

含まれる速度定数は Spのみとなる.これにより流動層

の含水率変化が予測しやすくなり，パインダ供給速度

の設定が容易になると期待される.

3.2 パインダ噴霧条件と頼粒成長

パインダ添加により頼粒が成長し，体積中位径D50

が増加してp く過程を Fig.6に示す.この図よりパイ

ンダ供給速度が速いほど，少ないパインダ添加量で頼

粒が成長していることがわかる.これは前節で述べた，

パインダ供給速度が速いほど粉体に付着せずに蒸発す

るなど造粒への寄与が低いパインダ液滴の割合が減少

していることを裏付けていると考えられた.また，同

じ量のパインダを添加した場合，パインダ添加速度が

速い条件ほど流動層含水率は高くなるが，粉体の含水

率が高いほどパインダによる粒子の架橋が起こりやす

いこと口2，20]，ならびにパインダ供給速度が速いほど

液滴密度が高くなりパインダと粒子の衝突確率が高く

なることが報告されていることから [32]，パインダ添

加速度が速い条件で頼粒の成長が速かったとも考えら

れた.しかしながら，パインダ供給速度が 40g/minに

なると，粗大な頼粒の生成がみられるようになったが，

これは供給速度が速くなるとパインダの均ーな分散が

難しくなるためと考えられた [18].

また，パインダ微粒化用空気の圧力が低いほど，同

ーのパインダ供給速度および添加量における頼粒の D50

は大きくなる傾向がみられた.三流体ノズル出口にお

けるパインダ液の流量に対する微粒化用空気の流量の

比が小さくなるとパインダ液滴径は大きくなるとされ

る [23，33，341. 微粒化用空気圧が低くなると微粒化用空

気の流量が少なくなるため，パインダ液滴径が大きく

なったと考えられた.パインダ液滴径が大きいほど大

きな粒子あるいは多くの粒子を架橋することが可能で

あり， さらに液滴と粒子の衝突確率が高くなるとされ

ることから [14，25，30]，微粒化用空気の圧力低下にとも

ない頼粒径は大きくなったと考えられた.微粒化用空

気圧が 0.05MPaの条件においては，ノズルからのパイ

ンダの液垂れによるものと考えられる粗大な頼粒の生

成もみられた.
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Fig. 6 Granule growth process. The binder was sprayed at (口)10.0 g/min， (0) 15.0 g/min， (ム)20.0 g/ 

min， (<>) 30.0 g/min and (マ)40.0 g/min with atomizing air at 0.05 MPa， 0.10 MPa， 0.15 MPa and 0.25 

MPa， respectively. D50 of the ingredient powder was also presented (・)• 

一方で、，生成される頼粒の大きさはパインダ液滴径

よりも流動層含水率が強く影響するとする報告もある

日4，20，29]. しなしながら，本研究ではパインダ微粒化

用空気圧の流動層含水率への影響がみられなかったに

もかかわらず，頼粒径は微粒化用空気圧により変化し

ており，流動層含水率よりもパインダ液滴径が頼粒の

大きさに強く影響したと考えられた流動層含水率に

より頼粒径が決定されるとする報告では乳糖など水溶

性の素材を頼粒の主成分としており，頼粒の大きさは

液体による架橋よりも溶解した粒子表面の粘着力と流

動による解離力のバランスにより決定するとされてい

る [14，20]. 本研究においても，水和した原料中のデキ

ストリンによる粒子の結着は，部分的に起こっていた

と考えられるが，澱粉が原料質量の 80%を占めていた

ため，本研究における流動層の含水率領域においては，

澱粉が液滴を強く吸着し粒子表面に自由水が存在しづ

らい状態であったと考えられた [22]. したがって，本

研究における原料においては，粒子の粘着力よりも，

パインダ液滴と粒子の衝突時に発生した架橋により頼

粒が成長したため，パインダ液滴径が生成する頼粒径

に影響したと考えられた.

3.3 パインダ噴霧条件と頼粒の構造

走査型電子顕微鏡にて撮影された頼粒の典型的な写

真を Fig.7に示す.頼粒の構造は Fig.7(A)および (B)

のように球に近い形状をしたものと， Fig. 7 (C) およ

び (D) のように不規則な形状をしたものがみられ，試

料には球形の頼粒を多く含むもの，不規則な形状の頼

粒を多く含むもの，および両者が温在しているものが

みられた球形の頼粒を多く含む試料は，パインダ供

給速度が 10g/min，パインダ微粒化用空気圧力が 0.10

~0.25 MPa で造粒された試料，および 15~20 g/min， 

0.25 MPaで造粒された試料など，遅いパインダ供給速

度と高い微粒化用空気圧でパインダが供給された試料

であった.これらの試料には，造粒の進行にしたがい

D50が一定値に収束するか，あるいは D50の増加が遅い
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Fig.7 Surface structures of the granules. Binder spray 

conditions were (A) 10 g/min， 0.25 MPa， (B) 10 g/min， 0.10 

MPa， (c) 10 g/min， 0.05 MPa， (D) 20 g/min， 0.05 MPa. 

傾向がみられた.造粒中の粒子聞にはパインダによる

接合力と流動による解離力が働き，頼粒が大きくなる

にしたがい接合力は弱く，解離力は強くなり，生成さ

れる頼粒の径はそれらの力のバランスにより決まると

される [16]. パインダ供給速度が遅い条件では，粒子

の接合と解離が繰り返されながら頼粒が成長し，頼粒

径がある値に収束する過程で，流動による解離力で破

壊されにくい球形の頼粒が成長していったと考えられ

たパインダ噴霧条件により頼粒径の収束値が異なる

理由としては，接合力と解離力がつりあう頼粒径がパ

インダ液滴径および流動層の含水率により変化するた

めと考えられた.

一方，パインダ供給速度が 10g/min，パインダ微粒

化用空気圧力が 0.05MPaで造粒された試料，および

15 g/minで造粒された試料の Dsoは一定値に収束しつ

つあったものが，ある時点から再び増加する傾向を示

した.これらの試料では Dsoが収束しつつある時点で

はFig.7の(A)および(B)で示したような球形に近い頼

粒が多くみられ，Dsoが再増加した後においては Fig.7

(C)および(D)に示したような，いくつかの頼粒がさら

に接合して生成したと考えられる不規則な形状の頼粒

が多くみられた.これは，造粒が進行して頼粒径が一

定値に収束しつつある状態において，パインダを継続

して添加し，流動層の含水率が上昇したことにより，

接合力と解離力がつりあう頼粒径が大きくなり，既に

状のものが混在していた.これらの条件においては，

流動層の含水率が急速に上昇したため，原料粉体から

の頼粒の生成と，生成した頼粒同士の接合が同時に進

行したためと考えられた.また，乙れらの条件におい

ては，流動層の含水率が短時間で流動可能な上限に達

してしまうため，造粒されずに残ったと考えられる径

の小さい粒子が多くみられた.

4.結論

本研究では， トウモロコシ澱粉およびデキストリン

の混合粉末の流動層造粒において，パインダ供給速度

およびパインダ微粒化用空気圧が流動層含水率と頼粒

成長に及ぼす影響について検討した.造粒中の流動層

含水率は，パインダ供給による加水， 一定速度の水分

蒸発および流動層含水率に応じて速度が速くなる水分

蒸発の並列モデルで表現できることが示された.また，

水分蒸発速度を表す各速度定数は，パインダ供給速度

で表せることが示され，流動層合水率変化は一定の流

動条件下において単純にパインダ供給速度にて表せる

ことが示された.

ノTインダ供給速度については，これが速いほど粉末

に効率的にパインダが付着し，少ないパインダ添加量

で造粒が進行した. しかしながら，これらの条件では

組大粒の発生が多くなり，また微粉末が造粒されずに

残った状態で流動層含水率が流動可能な上限に達して

しまうという問題が確認されたパインダ微粒化用空

気圧の流動層含水率変化への影響は確認できなかった

が，微粒化用空気圧が低いほど頼粒が大型化し，しか

も組大粒の発生が増加した.微粒化用空気圧が低い条

件では，パインダのミスト径が大きくなるとされるこ

とから，本研究における造粒条件では頼粒の成長にパ

インダミスト径が影響 している可能性が高いと考えら

れた一方，パインダ供給速度が遅い条件では，流動

層含水率が低い状態で造粒を進行させることが可能で、

あり，均ーな頼粒が得られたが，粉末に付着せずに蒸

発してしまうパインダの割合が多く造粒時聞が長期化

した.許容される粗大粒および微粉末の割合ならびに

含水率の上限などに応じて，さらに製造効率を考慮、し

てパインダ供給速度およびパインダ微粒化用空気圧な

どの条件を適宜調整することが望ましいといえる.

形成された頼粒同士の接合が可能になったためと考え トウモロコシ澱粉とデキストリンの混合粉末の頼粒

られたただし，流動層含水率が同程度であっても， の成長には，比較的小さい球形の頼粒が生成する段階

微粒化用空気圧によって頼粒の再成長の有無に遠いが と，形成された頼粒同士が付着して不定形な頼粒が生

みられ，頼粒同士の接合が起こるか否かには流動層合 成する段階の少なくとも 2つの段階が存在すると考え

水率以外に，パインダ液滴径および既に形成された頼

粒の粒度分布などが関与していると考えられた

ノtインダ供給速度が 30-40g/minと速い条件におい

ては，頼粒の形状は球形に近いものおよび不規則な形

られた. さらに，パインダ供給条件によって，第 1段

階で造粒が終了するか，第 2段階に造粒が進むか，あ

るいは第 1段階と第 2段階が並行して進むかが決まる

と考えられた粒度分布のみならず頼粒の形状も粉末
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食品の流動性および溶解性に影響を及ぼしていると考 565-573α010). 

えられることから，今後は造粒の段階が移行する条件 12) T. Yoshida;“Movement of granu1ation techno1ogy and its uti-

などについて詳細に検討していく必要があるといえる lization"(in J apanese). Food Ind.， 52 (22)， 48-58 (2009). 
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要 旨

流動層造粒は様々な粉末食品の流動性および溶解性

を向上させるために広く使用されている.流動層造粒

では粉末に水溶液パインダを噴霧して粒子を結着させ

頼粒を生成するが，頼粒の含水率増加は製品の品質変

化や乾燥工程の長時間化の原因となる.本研究では好

適なパインダ噴霧条件を得るため， トウモロコシ澱粉

800 gおよびデキストリン 200gを原料として，パイン

ダ供給速度 (10-40g/min) および、パインダ微粒化空

気圧 (0.05-0.25MPa) が，流動層含水率および頼粒成

長におよぽす影響について検討した.パインダ供給速

度が速くなるにしたがい，造粒に寄与せず蒸発するパ

インダの量は増加したが そのパインダ供給量に対す

る比率は約 60%から 30%に減少した.流動層含水率に

対するパインダ微粒化空気圧の影響はみられなかった

パインダ供給速度が速く噴霧圧が低い条件では少ない

パインダで頼粒が成長したが粗大粒が発生した.パイ

ンダ供給速度が遅い条件では球形で均ーな頼粒が得ら

れた.
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