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Mass transfer is important in many food processes such as drying， extraction and cooking. In 

many cases such processes are governed by diffusion. Here， we first discuss on diffusion coefficients 
at dilute solutions by explaining the definition of the diffusion coefficient. Then， the diffusion 
coefficients in gel are discussed.τbe self-diffusion coefficient and the mutual diffusion coefficient 
are also explained. Thirdly， the diffusion coefficients at concentrated and supersaturated solutions are 
reviewed. As a good illustrative example， a sucrose-water system is chosen. The diffusion coefficient 
decreases with decreasing water concentration sharply， especially below 0.3 kg-water /kg-total， where 
the solution becomes supersaturated. The activation energy for diffusion increases from 20 kJ/mol 
in this supersaturated solution region. The desorption isotherm and the isosteric heat of adsorption 
data also show that the water in this region is strongly bound to the solute. Desorption behavior 
of water from gelled sugar solutions can be grouped into two categories. Gelled sugar solutions in 
one category such as agar-gels were not affected by the gel properties and the diffusion in sugar 
solutions is dominant. On the contrary the desorption of water企omgelled sugar solutions such as 
gelatin was governed by the surface properties of dense gellayers near the surface. The importance 
of the effect of the surface concentration and the concentration distribution on the desorption curve 
is discussed.τbe drying behavior of sugar solutions based on the water concentration dependent 
diffusion coefficients is explained with emphasis on the f1avor retention due to the selective diffusion. 
Keywords: Diffusion， Drying rate， Desorption isotherm， Mutual diffusion coe阻cient，Self diffusion 

coefficient， Selective diffusion也eory

はじめの前に

本連載第 1回目では，水に着目した食品物性の重要

性をわかりやすく説明している.そのなかで，分離・

乾燥操作関連物性として拡散係数と水分活性をあげて

いる.

今回のテーマは，この拡散係数である.連載におい

(受付2010年5月18日，受理2010年5月31日)

干755-8611 山口県宇部市常盤台2-16-1
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てたびたび指摘されているように，各物性は相互に関

連しており，今回も拡散係数の話ではあるが，水分活性，

水分吸着状態，ガラス転移(あるいはガラス状態)と

の関係についても触れていくことになる.

1.はじめに

“物質移動物性"は，その名のとおり物質が移動する

過程を定量的に表現するための物性であり，一般には

分子運動に起因する拡散物質移動を意味し，その定量的

な記述には後に詳細に説明する拡散係数が使用される.
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ほとんどの食品加工において拡物質移動は重要な役

割を果たしている.食品成分の抽出，調理加工におけ

る調昧，乾燥における乾燥速度や揮発芳香成分の散逸，

食品包装材料の酸素・水蒸気透過，乾燥食品の吸湿・

復元などが典型的な例である (Table1) [1]. 

物質移動が予測できれば 上述したさまざまの食品

加工操作について最適な装置の設計や運転条件の設定

が可能になる また，新たな機能を食品に付与するこ

とにも役立つ. したがって 多くの研究はこの観点に

立って行われている.この場合は，必ずしも厳密な物

性値としての拡散係数が必要でLはなく，工学的に十分

な精度のものでもよい.

一方，物性値としての拡散係数からは，どのような

情報を得ることができるのであろうか.既に，本シリー

ズでは電気物性，熱物性，流動物性と食品の内部構造

の関係について解説されている 同様に本稿では，移

動物性値としての拡散係数と食品の内部構造について

も議論してみることにしよう .

Fig. 1 Mass transfer process. 

A substance is surrounded by a stagnant film， through which 

a material is transferred by diffusion. In most food processes 

the diffusion transport inside the material is important and 

dominant. Such processes include drying， extraction and 

adsorption. 

Table 1 Diffusion mass transfer in food processes. 

Type of processes 

Drying， evaporation and 
concentration 

Freezing and thawing 

Type of diffusion 

Diffusion of water and flavor in 
concentrated solutions 

Diffusion of water and solids 
in concentrated solutions 

Extraction (oil from soy beans， I Diffusion of substances in 
coffee from coffee beans， solids 
etc) 

Adsorption， absorption and 
desorption 

Packed bed adsorption and 
chromatography 

Cooking 

Oxygen or water vapor 
permeation in package 
films 

Diffusion of substances in 
solids or pores 

Diffusion of substances in 
pore structures 

Diffusion of substances in 
solids 01' gels 

Diffusion of 0勾rgenor water 
in solids 

2. 希薄溶液中の拡散および拡散係数

拡散による物質移動は濃度勾配を推進力とした流束

として次のように定義する [2-7].

流束=一拡散係数×濃度勾配

これをフィックの法則といい，流束とは単位面積単位

時間あたりの目的物理量の移動量であり，物質移動流

束 nAはkg/(m2s)あるいは mol/(m
2
s)となる. 一般に

以下の記号により記述される.

nA=-D (dCA/dx) (1) 

D:拡散係数 [m2/sl， CA: Aの濃度 [kg/mつあるいは [mol/

m3
]，x:距離座標 [m]

右辺の負の記号は濃度が高いところから低いところ

へ移動することを意昧する.Fig.2は非定常拡散の模式

図である.右に示す容器の下半分に Aを含む水溶液が

上半分に水がある.時間 Oで仕切り板をはずすと時間

ともに濃度(色)が変化していく 左図中の点線の縦

線は時間 0における境界面(仕切り板の位置)を，破

線は濃度分布を表わす.時間無限大で濃度は均一で初

期の Aの濃度の半分になる. 2番目の状態では両端の

濃度は初濃度を維持 しており 全無限領域の拡散とよば

れる.この原理を利用して拡散係数を決定する方法も

ある.この図で明らかなように Aの濃度変化は Bの濃

度変化をともなう.すなわち伝導熱移動と異なり拡散

物質移動では ABの2成分が相互に移動する.それゆ

え厳密には上記の拡散係数は相互拡散係数といい，DAB 

という記号が用いられる.例えばショ糖水溶液の拡散

係数では Aをショ糖，Bを水として DABと書 く.混合

により体積変化が起きる場合，ABどちらかの成分が移

動しない場合など拡散係数散の厳密な取扱いは基準と

なる速度の定義などでたいへん複雑となる [2-6].DAB 

はBにおける Aの拡散である.同様に Aにおける Bの

拡散は DBAである.希薄溶液系では DAB=DBAである.

以下簡単のために希薄溶液における DABを分子拡散係

time 1イ 品 I B I 

time 1=0 1=∞ 

Fig. 2 Unsteady state diffusion. 
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数Dmと書く (Crank[21はD/とpう記号を使用して

いるので注意が必要である). 

相互拡散係数は (1)式に従って，さまざまな方法で“精

密に"測定され，物性値として蓄積されてきた.それ

らの値は便覧やハンドブックに掲載されている [7-151.

また，相関式や推算方法も多数開発されている

[5，6-9，151. 

拡散係数のオーダーを相状態ごとに他の物性値とと

もに Table2にまとめる.気体中の拡散係数が大きい，

すなわち拡散物質移動が速いことがわかる.また，気

体と液体の中間的な性質をもっ超臨界流体の拡散係数

は液体の 10倍以上大きいにもかかわらず密度は液体に

近い [101. この結果，超臨界流体は溶解度が高く物質

移動が速いという特徴をもつことになり，プレーパーな

どの高性能抽出溶媒として利用することが可能になる.

Table 3は代表的な水溶液中での拡散係数の値である.

糖類とタンパク質の Dmと分子量Mwの相関式として

タンパク質には Youngらの (2) 式口5]，糖質につい

ては Wilke-Chang式を変形した (3)式が利用できる(叩:

溶媒粘度 [Pa's]， T:絶対温度 [KJ).口]

Dm 17/T=8.34 X 10-15 MW-
1
/
3 (2) 

Dm 17/T=4.98 X 10-14 Mw-O
•
6 (3) 

10-60
0

C程度までの拡散係数の温度依存性は (2) あ

るいは (3)式の左辺のように溶媒粘度と絶対温度によ

り推算できる (Stokes-EinsteinGroupという). 

希薄水溶液の拡散係数については以下のようにまと

めることができる.

1) 拡散物質の分子量の 0.6乗から 0.33乗に反比例して

減少する.分子量が数千より大きいとほぼ 0.33乗に反

比例するとしてよいが，多くのデータは球状タンパク

質のものであり，線状のタンパク質や高分子糖質では

相関式より小さな値となるので注意する必要がある.

高分子の拡散係数が小さいことは物質移動操作におい

ては，不利に働くことが多い.

2)拡散係数は粘度(この場合は希薄水溶液なのでほぼ

水の粘度)の減少および温度の上昇とともに増加する.

3) 拡散係数の活性化エネルギーは 20k]/mol程度であ

り，拡散物質に依存しない.

これらの拡散係数の値は，前述した食品加工操作に

10・14
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Fig. 3 Diffusion coefficient as a function of molecular weight 

Mw. For Mw<100 the data for amino acids， for 180<Mw 

<1040 the data for sugars and for Mw> 10000 the data for 

globular proteins were employed[11. 

Table 2 D江fusioncoefficient， density， viscosity and thermal conductivity in gas， liquid 

and supercritical fluid. 

Physical property gas Supercritical fluid liquid 

Density[kg/m31 0.6~1 200~900 1000 

Viscosity[Pa' sl 10-5 1O-5~ 1O-4 10-3 

Diffusion coefficient[m2/s1 10-5 1O-7~ 1O-8 <10-9 

百lermalconductivity[W /mKl 10-3 1O-3~ 1O-1 10-1 

Table 3 D江fusioncoefficients in water Dm (dilute solutions). 

Molecular weight (g/ g-mol) Dm x 1010 (m2
/ s) Temperature (C ) 

Amino acids glycin 75 11 25 

Alanin 89 9.3 25 

sugars Glucose 180 6.8 25 

Sucrose 342 5.3 25 

salts NaCl 58 16 25 

Na~04 142 12 25 

proteins Myoglobin 17000 1.1 20 

Ovalbumin 45000 0.74 20 

Bovine serum albumin 68000 0.61 20 



相互拡散係数は， (1) 式に従って定義され，濃度勾

配を推進力として拡散物質が移動する速度をあらわす.

実際には，異なる濃度の試料を接触させ，その後，濃

度勾配あるいは濃度変化量を観測し，適切な拡散方程

式の解に基づいて決定する.測定時間は短くて数分長

いときには数時間となり，拡散物質移動距離(拡散ゾー

ンとよんだほうがよp) は数 mmから数 cmである.

一方，自己拡散係数は，かつては放射性同位体を用い，

現在では主として NMRを使用して，分子のブラウン運

動の測定から決定される.濃度勾配は存在しないし，拡

散距離も μm以下であり秒以下の時間スケールである.

このようにスケールが極端に違うので前者をマクロ

な拡散係数，後者をミクロな拡散係数と表現すること

もある.希薄溶液では自己拡散係数と相互拡散係数は

一致する.自己拡散係数(ミクロ拡散係数)と相互拡

散係数(マクロ拡散係数)の違いを知ることは，ゲル

が均質であるかどうかを知ることにつながる.前者は

非常にミクロな分子運動から決定されるのに対して，

後者は全体の物質移動量から決定することが多いので，

ゲルの構造が部分的に異なり，その結果，拡散係数の

値が低下する可能性がある.

ゲル構造が均一な場合，ゲル格子(ネットワーク)

構造が疎であり，拡散物質が自由に拡散移動でき，ゲ

ルと拡散物質に相互作用がないならば，ゲル中の拡散

係数は自由溶液中の値と同じになるはずである. Fig. 4 

では水分子であるにもかかわらず，寒天ゲル濃度が 0.3

から1.0%の範囲で拡散係数が減少しており， 0%に外そ

うして真の拡散係数の値を求めている.一方， 2%程度

以下の agaroseゲル内では拡散係数の低下はほとんど

ないという報告もある [19]. Fig. 5はアガロースゲル

内でのタンパク質の拡散係数のゲル濃度依存性である

[20]. 

拡散係数からゲルの性質(内部構造)を知るためには，

修本

おいて役に立つ(はずである). しかしながら，実際の

加工操作は複雑な状況で実施され，このような均一相

の希薄溶液で拡散係数の値が直接利用できることはま

れである.

では，どのような値が必要であろうか. 1つは濃厚溶

液(場合によってはほとんど固体)における拡散係数，

もう 1つはゲル内の拡散係数である.前者においては，

既にたびたび議論されてきているガラス状態や粘性に

ついても考慮しなければならない.後者ではゲルの物

性との関係について考察する必要がある.

もう 1つ重要なことは，このような濃度勾配に基づ

いて測定される拡散係数(マクロな拡散係数)と

pulse-filed NMRで測定されるミクロな拡散係数(自己

拡散係数， self-diffusion coefficient) の関係である.

これについては，ここでは議論せずに，以下のゲル中

の拡散係数で取り扱うことにする.

3. ゲル中の拡散係数

ゲル中の拡散係数については，古くから研究されて

きた.ゲル中の拡散係数の測定が目的ではなく，希薄

溶液中の拡散係数の測定において実験を容易にするた

めに低濃度のゲルを利用した研究もいくつかある.ゲ

ル電気泳動やクロマトグラフィー(とくにサイズ排除

クロマトグラフィーやゲルろ過クロマトグラフィーと

よばれる分子サイズで分離するクロマトグラフィー)

においてはゲル内の拡散が分離特性に大きな影響を与

えるので多くの研究がある.最近では， ドラッグデリ

パリーに関連してゲル内からの放出速度を定量化する

ために拡散係数を測定し解析している研究が多数報告

されている [16，17].

古典的なデータを見てみよう. Fig. 4は 1963年に水

の自己拡散係数を寒天ゲル中で測定した報告である

[18]. ここで，自己拡散係数と相互拡散係数について，

説明しておくことにしよう [2ム17].
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には，等温乾燥速度から決定された拡散係数の濃度依

存性を定式化した線で示している.拡散係数は水分濃

度の減少とともに低下する.とくに 30%以下の過飽和

領域では 1/100以下へ急激に減少している [23-25]. 付

録 1で説明しているように乾燥速度から決定した拡散

係数なので水分拡散係数とよぶことが多い.しかしな

がら，実際には相互拡散係数であり 0.3<ω=1の広い範

囲で溶液の実験から得られた値と一致する.

拡散係数の活性化エネルギーは Fig.7に示すように

希薄溶液での値 20kJ/molから水分濃度の減少ととも

に増加していく.粘度の活性化エネルギーも同様に増

加するが，その増加は拡散係数よりも急激である.

分子論的には，例えばショ糖濃度 90%(水分濃度

10%) では，ショ糖 1分子について 2分子の水しか存在

せず，水は水素結合により非常に強く束縛されている

と解釈することができる [26]. また，この解釈は低水

分濃度の拡散係数の活性化エネルギーが水の蒸発潜熱

より大きいことからも妥当であろう.

比較のために吸着(この場合は脱着)等温線につい

て考えてみる.第 1回目の解説にあるように多くの食

品の脱着等温線は Fig.8の形状をとり，非常に強く束

縛されている水と，強く束縛されている水，溶液中の

水にちかい状況の水という大まかに 3つの領域に分割

されて説明される.この最初の領域の水について，結

合水，不凍水などの用語が用いられることがあるが，

定義はあいまいである [27-29]. Fig. 8にはガラス転移

温度 Tgと水分濃度の関係を TgとAwの関係に変換して

示している. 30
0CではAw<O.l(ω<0.06) の狭い範囲

のみでガラス状態であることがわかる.

脱着等温線から求めた等量微分吸着熱 isostericheat 

of adsorption Qs日4，23，28]は拡散係数の活性化エネル

ギーとほぼ対応して低含水率で増加している (Fig.7). 

すなわち乙の領域の水は強く束縛されていることになる.

拡散係数と水分吸脱着

ゲ

希薄溶液中の拡散係数と比較して濃厚溶液中の拡散

係数は溶質濃度(あるいは水分濃度)に依存して複雑

である.はじめに，濃厚溶液について明確にしておく

必要がある.簡単な例として NaClとショ糖で考えてみ

よう.ショ糖は水に良く溶け， 30
0

Cにおけるショ糖の

溶解度は約 70wt%である.一方， NaClの溶解度は約

27 wt%である. したがって NaClは20%程度でも濃厚

溶液であるのに対してショ糖では 20wt%ではまだ濃厚

溶液領域ではないともいえる.さらに現象を複雑にす

るのは，ショ糖溶液は条件によっては 70wt%を超えて

も安定な過飽和溶液として存在することである.水分

数%のショ糖溶液(もはや溶液ではなくガラス状態に

近い)状態も可能である. NaClについてはそのような

安定な過飽和溶液は形成されず，固体(結晶)が析出

する(晶析). 

ショ糖一水系(ショ糖溶液)の拡散係数はショ糖濃

度の増加(水分濃度の減少)とともに低下する. Fig. 6 

拡散係数のみならず分配係数Kを知る必要がある.

ル内への分配は前述したサイズ排除クロマトグラ

フィー (SECあるいは GFC) の分離原理であり，古く

から多くの研究がなされてきた.基本的には細孔構造

を円筒形や円錐形と仮定して，溶質の半径と分配係数

を関係づける式が導かれる [21]. Fig. 5の研究では，

拡散係数からゲルの細孔径の推算を試みている.当然

のことながら拡散係数は分配係数Kの減少とともに低

下する.細孔壁との摩擦が拡散係数の低下の主たる要

因である.デキストランゲル中のさまざまな溶質の

Ds/Dmが分配係数Kによく相関されることが報告され

ている [22].

4. 濃厚溶液中の拡散係数
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異なり， ミクロ粘度はかなり高濃度まで増加しない.

拡散係数の低下とミクロ粘度の増加には良い相闘があ

る (Fig.10). また，糖溶液をゲル化しでもミクロ粘度

はほとんど変化しない (Fig.10). 

ゲル中の拡散係数においてゲルの構造が局所的に異

なると(たいていは界面)自己拡散係数(ミクロ拡散

係数)と相互拡散係数(マクロ拡散係数)が異なると

述べた.乾燥操作においては 水が蒸発移動していく

ので， (ゲル)溶液構造は変化している.

Fig. 6の拡散係数は等温乾燥速度から決定している

(付録 1).古くは隔膜法などで測定されており，ほぼ同

じ値が得られているが， 20%以下の低水分濃度での値は

乾燥速度方法でしか求めることはできない.また，等

温乾燥実験においては対流を防止するために糖溶液を

寒天でゲル化している.すなわち，ゲルネットワーク

中に濃厚糖溶液が存在している試料となっている.前

述のゲル中の拡散係数の議論からは，ネットワークが

影響すれば拡散係数は低下するはずであるが，ショ糖

濃厚溶液での値自体が小さいことと，水分子が小さい

ことでほぼ影響がないと考えられる.

界面における局所構造の影響を調べるために寒天以

外のゲルによりゲル化した糖溶液の等温乾燥速度を測

定した.その結果を詳細に検討したところ，ゲルは 2

種類に分けられるごとが明らかとなった [30]. 寒天ゲ

ルは，比較的大きな(あるいは疎な)網目構造を形成

する.その結果，ゲルそれ自体は水分の移動にほとん

ど影響せず，糖溶液中の水分拡散が乾燥速度を支配す

る.一方，ゼラチンゲルでは乾燥直後に撤密な皮膜が

表面に形成され，乾燥速度は著しく低下する.この種

のゲルでは糖溶液の拡散のみならず表面ポリマー膜内

の拡散が乾燥速度を決定する.ただし，この乾燥速度
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0.1 

w>0.3の領域の水は蒸発潜熱とほぼ同じエネルギーで

あり，束縛が弱く通常の水と同様な挙動をすると理解

できる.拡散係数の急激な減少領域とも対応している.

粘度の低下 η/η。は D/D。拡散係数の低下よりず、っと

急激である (Fig.9) [30]. したがって希薄溶液中での

Stokes-Einstein Group Dm TJ/T=一定はもはや成立しな

い.このこと自体は希薄溶液中での拡散現象を考える

と当然のごとである.このような高濃度溶液中の拡散

係数を理解するためにマクロ粘度とミクロ粘度という

概念が提唱されている [31-33]. 具体的には溶液中の電

気伝導度の相対変化As/Aoにより相対ミクロ粘度を定

義する. Fig.9でも明らかなように流体力学的粘度とは
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の低下は，不利なととばかりではない 後述するが揮

発成分は表面皮膜内の選択拡散により保持される. し

たがって添加剤で表面皮膜を制御できれば芳香成分の

散逸を抑制できる.その可能性も実験により示唆され

ている [34]

ガラス状態のポリマ ー中の溶媒の拡散係数はゴム状

態に比べて著 しく低いことが知られている.ショ糖中

の水の拡散係数はどういう状況であろうか Tgデータ

からは 30
0

Cにおいては水分約 4%以下でガラス状態に

なるので， Fig.6の拡散係数はゴム状態での値というこ

とになる.ただし等温乾燥速度の測定においては境界

条件として表面濃度をほぼ0にしている. したがって，

表面近傍はガラス状態である.また， (1)式でもわかる

ように拡散係数が小さくなると濃度勾配は急になる.

その結果，表面近傍には非常に鋭い濃度分布が形成さ

れる. Fig. 12の数値計算により鋭い濃度分布が確認で

きる.また，表面濃度 us=0，0.1，0.2の 3つの脱着曲線

の数値計算結果を見ると，含水率 0.3程度までは 3本と

も重なっている.us=O，O.lの2本は最後までほぼ重なっ

ているが，その物理的意味はまったく異なる us=O.l 

はFig.12左図の濃度分布を形成しながら平衡値 0.1に

近づいていく. us=Oでは Fig.12右図の濃度分布を形

成しながら非常に遅い速度ではあるが含水率=0へと脱

着を続けていく 著 しく遅い乾燥速度(一見止まって

How gel network structure affects the drying behavior (di汗usion)?

コ
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t = t1 
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supersaturated solution 

産拠匿開
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Fig. 11 Structure changes during drying of gelled sugar solutions. A dense surface skin layer is formed for gel 

(b) whereas uniform gel structure is maintained during drying for gel (a) with uniform shrinking 
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for the surface concentration lts=O.l and the right for us=O. The curve for the constant diffusivity is the calculated 

profile for the constant diffusion coefficient[34，35]. 
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いるようにすら見える)を便宜上平衡とみなすことも

あるが拡散モデルに立脚すると解釈は異なる 脱着等

温線から強く束縛された(単分子層吸着に相当する)

水分は乾燥しにくいと解釈することもあり(結合水)， 

注意する必要がある.実際に湿度を変化させて等温乾

燥実験を実施すると Fig.13と同様な結果が得られる

[34，35]. 

また均一相拡散モデルに基づいているので表面に固

相が析出する系には適用できない.

5.乾燥における水分拡散係数

乾燥は水分を熱により蒸発除去させる操作であるが，

乾燥表面まで水分が移動しなければならないので乾燥

材料内部の拡散物質移動(水分移動) は重要であり，

多くの場合乾燥速度は拡散係数により支配される.乾

1.0 
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一一円=0
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• us= 0.2 宣

早0.6
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Fig. 13 Numerically calculated desorption curves. The y-axis 

is the average water content in (kg-water/kg-solid). The 

x-鉱 isis the square root of the normalized time with respect 

to the solute-fixed coordinate. The curves for the 1ts=O，O.l 

and 0.2 are shown[34，35l. r:'=t/(dsRs)2 ds :solid density (kg/ 

m3
)， Rs: thickness of the sample in the absence of water (m) 

Mw1>Mw2 

600 

燥機構については別のところに解説しているので [25]，

こ乙では糖溶液の乾燥挙動について簡単にまとめてみ

る.

乾燥直後に，試料温度は一定温度を示す.これは，

蒸発で奪われるエネルギーと熱風から供給される エネ

ルギーが等しくなるためである. この期間は乾燥速度

が一定なので定率乾燥あるいは恒率乾燥期間とよばれ

る.乾燥速度は境膜物質移動が支配しているが，次第

に内部の水分濃度分布が形成され界面濃度が低下して

いく.そして，拡散物質移動流束が乾燥速度を支配す

るようになる.この時点では，定率乾燥速度は維持で

きず，乾燥速度が低下するとともに熱風から供給され

るエネルギーは材料の温度上昇にも利用される.この

期聞を減率乾燥期間という

Fig. 14に乾燥時間と平均含水率と材料温度の関係を

示す 前述したように乾燥直後には湿球温度を保ち乾

燥速度が一定の恒率乾燥期間があり，その後，乾燥速

度が低下するとともに温度が上昇する減率乾燥期間と

なる.同じ条件で例えばショ糖とマルトデキストリン

を乾燥すると，ショ糖の恒率乾燥期間の方が長い.こ

れは拡散係数の違いによる.マルトデキストリンはショ

糖より分子量が大きく，拡散係数も小さい.その結果，

表面への水分の拡散速度も遅いので早く表面が乾燥す

る.より高分子のマル トデキストリンを使用すると恒

率乾燥期間はも っと短くなり，場合によ ってはほとん

ど存在しないこともある. さらに乾燥後期では乾燥速

度が非常に遅くなっている(含水率の低下がゆっくり

となる) これは拡散係数が含水率の低下とともに急激

に減少することに起因する.もし拡散係数が一定なら

ば乾燥の後期で (4)式の関係が成立する.すなわち，片

対数グラフに平均含水率 五をプロ ッ卜すると直線にな

り傾きから見かけの拡散係数 Daが求められる Fig. 14 

のデータはこのような直線にはならず，拡散係数が一

定でないことを表している

ln(五 /uo)=c-Dat /R~ (4) 
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uo:初期含水率，Da:みかけの拡散係数，Rs:試料厚さ(水

を含まない時の厚さ)， c:定数

しかしながら，この式を用いてみかけの拡散係数 Da

を(ある限定した含水率の範囲で)決定する方法は，

現在でも多用されている.拡散現象であれば，試料厚

みRsが異なるデータも t/RS2に対してプロットすれば

重なるはずであるが，実際には一致しないデータも上

式で解析し，みかけの拡散係数を算出している研究も

多い.

次に，乾燥初期の恒率乾燥期間について再度考察し

てみよう.この場合は，物性値としての拡散係数によ

り恒率乾燥期間の長さがほぼ推定できる.多くの糖あ

るいは炭水化物溶液について，分子量の順番で恒率乾

燥期間が減少する.また，恒率乾燥期聞が終了すると

表面には乾いた皮膜が形成され，この皮膜は水分子よ

り大きな分子を事実上透過させない選択透過膜の機能

をもっ 恒率乾燥期間に直線的に散逸した香り成分は

皮膜形成後に封じ込められ一定の値を保つ.これを「選

択拡散Jという [36].

一方，非揮発性の熱に弱い物質(例えば酵素)はど

うなるであろうか. Fig.16の左図は Fig.14を基に揮発

The dried skin becomes a selective membrane 
which is impermeable to flavor components. 

(extremely slow diffusion 

skin 

Selective diffusion 

Fig. 15 Selective diffusion mechanism 

Mw1>Mw2 

性成分(香り)保持率の挙動を示したものである.右

図は実験結果であり ，8μLの液滴を懸垂させて 900C，

相対風速 1m/sで乾燥を行い， 任意時間における酵素

(sーガラクトシダーゼ)とエタノールの相対残存率を測

定した 初期液滴は 20%のショ糖あるいは 20%のマル

トデキストリン溶液で 1000ppmのエタノ ールあるいは

0.07%の酵素を含んでいる [25].

恒率乾燥期間では温度が低いので，変性失活はしな

いが減率期間における温度上昇で失活が進行する.失

活速度は含水率に強く依存しており，低合水率では酵

素の失活速度は著しく小さくなる.すなわち安定化す

る. (4)式で考えると乾燥試料の厚さを薄くする(噴霧

乾燥ならば小さな液滴)と乾燥時聞が短くなり，高い

活性保持率となる [36]. これは実験でも検証されてい

る [25].

以上説明してき たように 揮発性成分の散逸と熱感

受性成分の保持は拡散物質移動速度の結果として変化

するので，拡散係数を考慮、して操作することにより目

的とする物性をもった製品を製造する乙とができる.

もちろん正確な物性値の推算は食品が複雑な多成分系

であることで難しいが，ある条件を変更したときにど

のように製品品質が変化するかを予測できることは十

分に意味がある.

6. おわりに

物質移動物性としての拡散係数について解説した

ショ糖のように理想的な系では拡散係数の濃度依存性

から得られる情報は，脱着等温線や溶解度 ・ガラス転

移などからの情報と対応して理解することができ，乾

燥挙動や乾燥時の品質変化の推定に有用である.

拡散係数の基礎的な研究は膨大で、あり，例えばゲル

中の拡散係数についても多数の研究が現在も報告され

ている しかしながら，乾燥のように溶液およびゲル
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Fig.16 Flavor and enzyme retention during drying[251. 
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構造が時間とともに局所的に変化する系は複雑であり， らくすると結晶が析出する.非常に高分子量のマルト

拡散モデルで解析できないケースも多い.均一相拡散 デキストリンは乾燥途中から固相が観察され，やはり

モデルに基づいているので表面に固相が析出する系に 測定できない.

は適用できないと指摘したが，多成分系において表面

特性が変化する場合のとり扱いもやっかいである.今 引 用 文 献

後は，糖以外の拡散係数あるいは多成分系の拡散挙動

についての研究が望まれる 1)S. Yamamoto: Mass transfer properties (in ]apanese)， 

Handbook of Agricultural Chemistry， Asakura， Tokyo， 

付録 1 等温乾燥実験からの水分拡散係数の ]apan， 2003， pp.376-381. 

濃度依存性の決定 2) ]. Crank:百lemathematics of diffusion， 2nd ed.， Oxford U.P.， 

水分拡散係数の濃度依存性を幅広い水分濃度範囲で

必要で、ある. しかしながら，希薄溶液での拡散係数の

測定と高分子ポリマー中の少量の溶媒 (10%以下)の拡

散係数の測定については多くの方法が開発されている

のに対して [2，3]，このような広い水分濃度範囲の測定

例は極めて少ない.

オランダの Thijssenのグループは，拡散係数に強い

濃度依存性(水分濃度の減少とともに拡散係数が低下

する)がある場合，等温乾燥速度は初期条件に依存せ

ず平均含水率のみの関数となる乙とを数値計算実験か

ら見出し，このような曲線を Regularregime (RR) 曲

線と名づけた [36-38l. そして RR曲線から水分拡散係

数の濃度依存性を決定する方法を提案した.実際には

等温乾燥実験を行い，脱着速度(すなわち乾燥速度)

を平均含水率に対してプロットすると RR曲線が得られ

る.

RR曲線からの拡散係数決定方法は，最初の方法日Ol

から改良を重ね，単純かつ精度の良い方法が確立され

ている [39l. なお，乾燥の原理は材料温度と熱風の温

度差により熱エネルギーを供給することであることを

考えると等温乾燥は奇妙に思える. しかしながら，昔

から高分子ポリマーフィルムからの溶媒脱着拡散速度

は一定温度に保温した状態でのフィルム重量変化の測

定により決定している.同様に，糖溶液の乾燥におい

ても注意深く条件設定をすると近似的に等温乾燥が成

立する.

この方法にはいくつかの制約因子がある.その 1つ

に均一相がある.すなわち乾燥により表面に結品や固

相が析出することは考えていない.例えばショ糖の溶

解度曲線から考えると， 30
0

Cにおいて水分濃度が 30%

以下の状態は存在しないことになるが，実際には，ショ

糖はこのような乾燥条件では安定な過飽和溶液を形成

するので透明な(ガラス状)状態で乾燥が進行する.

マルトデキストリンも同様な理想的な乾燥挙動を示す.

二糖類でも乳糖では乾燥直後に表面が真っ白になり結

晶による固相が析出する.このような乾燥実験のデー

タからは意昧のある拡散係数を求めることはできない.
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要 = 目

重要な物質移動物性としての拡散係数について乾燥

脱水挙動に着目して解説した.はじめに希薄溶液中の

拡散係数について，拡散係数の定義や分子量による推

算式とともに説明した.次に ゲル中の拡散係数につ

いて，ゲル物性(構造)と拡散係数の関係を述べた.

拡散係数からゲルの細孔構造を評価することもできる.

濃厚溶液中の拡散係数についてはショ糖一水系を例

として詳細に解説した拡散係数は水分濃度の減少と

ともに低下し，とくに過飽和溶液となる水分濃度 30%

以下で急激に低下する.過飽和領域では拡散係数の活

性化エネルギーは希薄溶液の値 20kJ/molから増加す

る.また，脱着等温線と等量微分吸着熱から，ごの領

域の水は水素結合により強く束縛されていると解釈さ

れる.また，濃厚溶液中の拡散係数は流体力学的粘度(マ

クロ粘度)ではなく，電気伝導度などで測定されるミ

クロな領域での粘度により支配されている.ゲル化さ

れた糖溶液の乾燥速度は 2種類に分けられる.寒天ゲ

ルは，比較的大きな(あるいは疎な)網目構造を形成

する.その結果，ゲルそれ自体は水分の移動にほとん

ど影響せず，糖溶液中の水分拡散が乾燥速度を支配す

る.一方，ゼラチンゲルでは乾燥直後に轍密な皮膜が

表面に形成され，乾燥速度は著しく低下する.この種

のゲルでは糖溶液の拡散のみならず表面ポリマー膜内

の拡散が乾燥速度を決定する.表面物性と内部水分濃

度は乾燥挙動に大きく影響し，みかけ上まったく同じ

乾燥曲線となることもあるので注意する必要がある.

糖溶液の乾燥において，初期の恒率乾燥期間終了後

に内部拡散支配の減率乾燥となる.揮発成分は恒率乾

燥期間に散逸し，熱感受性物質(酵素など)は減率乾

燥期間に失活する.どちらについても拡散係数が支配

するので，重要な物性値である.
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