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あらまし 近年，品質劣化を抑えた栄養価の高い食品の生産のため，短時間での加熱殺菌処理が望まれており，
マイクロ波加熱による短時間加熱処理が期待されている．しかし，マイクロ波により粘度の高い食品の加熱殺菌
を行う場合，加熱庫内に配置した食品に加熱むらが生じ，加熱不足における殺菌不良や過加熱による食品の劣化
が問題となっている．本論文では，マイクロ波を用いた高粘度・固形食品の均一な加熱を目的とし，三つの均一
加熱手法を提案するとともに，その有効性について述べる．
キーワード
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が生じる加熱むらの問題 [4], [5] が存在し，加熱殺菌に

1. ま え が き

おいて局所加熱部分は過度の温度上昇による品質劣化，

マイクロ波は携帯電話をはじめとする無線通信技術

そして未加熱部分は殺菌不良となる．また，被加熱物

やレーダ等，幅広い分野において，なくてはならない

質において，コーヒー飲料等の低粘度食品では従来の

ものであることはよく知られている．加えて，マイク

伝熱加熱手法を用いても食品内部における対流によっ

ロ波は効率的かつクリーンな加熱を行うエネルギーと

て，加熱むらが緩和される傾向にあるが，ゼリーに代

して，工業，医療，化学等あらゆる分野で応用されて

表される高粘度・固形食品では，対流伝熱による加熱

いる．中でも食品工業では，乾燥した環境において加

が困難で，伝熱加熱手法を用いた場合，周辺部からの

熱が可能であるため清潔であり，また短時間での加熱

伝導伝熱により温度こう配が大きく，均一かつ短時間

が可能であることから，家庭においても電子レンジと

での加熱殺菌処理が困難であることから，マイクロ波

して普及している [1], [2]．

による均一短時間加熱殺菌が望まれている．

加熱殺菌の分野では，従来から用いられている外部
の熱源によって食品を加熱する伝熱加熱手法と比較し，

従来のマイクロ波加熱に関する研究としては，食品
内部の電界分布及び温度分布を把握することを目的と

マイクロ波加熱では食品内部において発熱が生じるた

した研究 [6]〜[9] が報告されている．また，電磁波を

めに対流伝熱が生じにくい高粘度・固形食品の加熱に

均一に照射することを目的とした研究として，家庭用

適している点 [3] や，伝熱媒体を必要としない等のメ

電子レンジに代表される多重モード空洞共振器内部に

リットを有することから，短時間殺菌の実現が可能と

配置された被加熱物質を均一に加熱するための電磁

なり，高品質及び栄養価の高い食品の製造が可能とな

波制御パネル [10] の開発や，生体への電磁波の影響

る．しかし，従来からのマイクロ波加熱における技術

(SAR：Speciﬁc Absorption Rate) を評価する目的で，

課題として，食品内部において局所加熱や未加熱部分

電磁波の均一暴露装置の開発 [11] が行われている．し
かし，電磁界及び温度分布の把握や，家庭用電子レン
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また，粘度の低い食品は，従来手法である外部熱源
による対流伝熱加熱によって低品質劣化殺菌が実現さ
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れているが，高粘度・固形食品に対してはいまだ確立

励振し，テスト機内部の電磁界が定常状態における，

されておらず，筆者の知る限り，マイクロ波による高

溶液モデル内部の温度分布を計算した．蒸留水の複素

粘度・固形食品の均一な加熱の実現についての報告例

比誘電率は，室温を考慮し 25◦ C における同軸プロー

は非常に少ない．

ブ法による測定値である．なお，被加熱物質表面に対

そこで本論文では，高粘度食品を模擬した溶液モデ
ルを用い，マイクロ波加熱を用いた短時間及び均一な

し，室温を考慮して等温境界条件（25◦ C）を用い，初
期温度は 25◦ C とした．

加熱により，高粘度・固形食品に対して品質・栄養劣

2. 2 解 析 結 果

化の低い加熱殺菌の実現を目的とした．

図 3 に水膜を配置しない場合の，溶液モデル表面か

2. 誘電体の配置による均一加熱 [12]〜[14]
本手法は，食品端部における局所加熱の低減による

表 1 解析に用いた材料定数
Table 1 Material constant for analysis.
溶液モデル
蒸留水
カップ
エポキシ板
テフロン
銅 [S/m]

均一加熱手法である．具体的には，二重構造の容器を
用い食品周囲に蒸留水を配置することで食品内部の定
在波を制御し，局所加熱を緩和することにより食品内
部における温度分布の均一化を図る．

2. 1 解析モデル
図 1 に試作した工業用電子レンジの並列 Finite

Diﬀerence Time Domain-Heat Transfer Equation 法

Table 2

（FDTD-HTE 法）解析モデルを示す．テフロン製の

ε̇r = 73.2 − j11.1
ε̇r = 76.4 − j6.7
ε̇r = 3.5 − j0.001
ε̇r = 2.08 − j0.001
ε̇r = 2.08 − j0.01
σ = 5.7 × 107

表 2 溶液モデルの熱定数
Thermal constants of solution model.
密度 [kg/m3 ]
比熱 [J/K/kg]
熱伝導率 [W/m/K]

食品容器をステンレス製容器内部に配置し，更に 4 本
の銅の円柱棒で吊下げたエポキシ板の上部へ配置して

1162.7
4184
0.753

いる．
溶液モデル，エポキシ板，テフロン及び金属の材料
定数を表 1 に，溶液モデルに用いた熱定数を表 2 に
示す．溶液モデルは，高粘度・固形食品を模擬したも
のであり，組成は蒸留水 93%，澱粉 7%である．
また，図 2 に水膜配置用の二重構造テフロン製容器
（テフロン厚 1 mm）を示す．内部容器には高粘度食品
を模擬した溶液モデル，外部容器及び内部容器の間に
は蒸留水を充填している．この解析モデルにおける上
部の導波管から 600 W，2.45 GHz の TE10 モードを

図 1 解析モデル（フルモデル）
Fig. 1 Analytical model (Full model).

図 2 溶液モデル及び蒸留水配置用二重容器
Fig. 2 Double container filled with solution model
and distillated water.

Fig. 3

図 3 水膜非配置時の温度分布
Temperature distribution (without water).
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Fig. 4

図 4 水膜 2 mm 配置時の温度分布
Temperature distribution (t = 2 mm).
Fig. 6

図 6 温度のヒストグラム
Histogram of temperature inside of the
solution model.

少は均一加熱の指標となる．図 6 に水膜を 0〜4 mm
と変化させたときの，被加熱物質の内部温度のヒスト
グラムを示す．この結果，厚さ 2mm の水膜を配置す
ることにより，40◦ C 以上の領域が減少し，30〜40◦ C
の領域の増加が確認でき，高温部分が抑制されるこ
とによってヒストグラムの幅が 33%狭くなっており，

33%の加熱むらが改善されていることが分かる．
また，水膜の厚みを 2 mm から 4 mm と変化させた
図 5 水膜 4 mm 配置時の温度分布
Fig. 5 Temperature distribution (t = 4 mm).

結果，40◦ C 以上の領域が増加し，35〜40◦ C の領域は
減少することから，水膜は 2 mm の方がより均一に加
熱がされており，水膜の厚みには溶液モデルを配置す

ら深さ方向に 5 mm の面における温度分布の解析結果
を示す．図 3 からカップ左右端部及び中央の 2 箇所に
おける温度上昇が確認でき，最高 50◦ C 程度まで昇温
していることが確認できる．
次に図 4，図 5 に，それぞれ厚さ 2 mm 及び 4 mm
の水膜を配置した場合の深さ方向に 5 mm の面にお

る容器の形状により，最適な値があると考えられる．

3. 蒸気とマイクロ波の併用均一加熱 [15]
本手法は，本溶液モデルが温度上昇に伴い複素比誘
電率が低下することを利用した均一加熱手法である．
すなわち，マイクロ波加熱の前処理として，蒸気によ

ける温度分布の解析結果を示す．図 4 から水膜を配

る加熱を行い，2 工程による均一加熱を行う．この複

置することにより，左右端部における加熱の緩和や，

素比誘電率の低下は，本溶液モデルが 90%以上が蒸留

カップ中心が加熱されていることが確認できる．また，

水から構成されていることから図 7 に示すように，蒸

図 5 から厚さ 4 mm の水膜を配置した場合では，全体

留水の温度変化に対する誘電率変化に依存していると

的に温度が低下する傾向を確認できる．これは水膜厚

考えられ，多くの食品へ応用が可能であると考えられ

みを 4 mm としたことにより，境界における反射や水

る．後述するように含水率の高い食品全般に対して有

膜内部における損失が増加し，溶液モデル内部におけ

効であると考えられるため，より汎用性の高い均一加

る消費電力が低下したためである．

熱手法である．

また，温度分布のヒストグラムにより均一加熱に対

蒸気加熱のみで加熱殺菌を行った場合の溶液モデル

する定量的な評価を行った．本論文におけるヒストグ

内部の温度変化を図 8 に示す．外部熱源による伝導伝

ラムとは各温度帯域ごとに被加熱物質を構成するセル

熱のため，外部ほど高温になっていることが確認でき

数をカウントしたものであり，ヒストグラムの幅の減

る．この結果から，本溶液モデルを蒸気加熱によって
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図7

蒸留水の温度変化に対する複素比誘電率変化の測定
結果
Fig. 7 Measured complex permittivity of distillated
water result from temperature change.

図 9 解析モデル
Fig. 9 Analytical model.

蒸気を用いた外部加熱による溶液モデル内部の温度
変化の測定結果
Fig. 8 Measured temperature change inside of the
solution model by using steam heating.

Table 3

図8

酸性食品の殺菌に最低必要な 70◦ C 程度まで昇温させ

C1
C2
C3
C4

表 3 溶液モデルの初期条件
Initial condition of solution model.

半径 (mm)
5
15
25
29

高さ (mm)
7
11
17
25

温度 (◦ C)
27.4
35.0
53.8
65.0

複素比誘電率
73.1 − j10.0
72.0 − j9.3
69.3 − j7.5
67.7 − j6.4

るには，約 12 分の加熱時間が必要であることを定量
的に確認できる．そこで，提案する蒸気とマイクロ波
の併用加熱では，均一加熱を行うと同時に，加熱時間
を蒸気加熱のみの場合すなわち 12 分以内に加熱殺菌
を達成することを目的とした．

3. 1 解析モデル
図 9 に FDTD-HTE 法による解析モデルを示す．本
解析モデルは，文献 [16] において提案した近似短時間
解析手法を用いている．本解析は蒸気加熱を行った円
柱形状の溶液モデルに対し，マイクロ波による加熱を
行うことを想定した温度分布解析である．したがって，
蒸気加熱後の食品内部の温度測定結果をもとに，溶液
モデルを中心を同じくする 4 層の円柱形温度層 (C1〜

C4) と近似し，各層に表 3 に示す初期条件，すなわち
蒸気加熱後の溶液内部における温度測定値を与えた．
また，本溶液モデルの蒸気加熱前の初期温度は 25◦ C
である．



εr = −0.1428t + 77.074（実部）


εr = −0.0975t + 12.757（虚部）
t：温度

図 10 溶液モデルの温度変化に対する複素比誘電率変化
Fig. 10 Complex permittivity of solution model
result from temperature change.
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(i) Steam heating (5 min.)

(iii) Steam heating (5 min.) + Microwave heating (1 min.)

図 11 蒸気及びマイクロ波併用加熱後の温度分布
Fig. 11 Temperature distribution inside of solution
model by using steam and microwave heating.

のみが加熱されている様子を視覚的に確認することが
できる．(ii) マイクロ波を 1 分間照射した場合では中
心部分のみ温度が約 40◦ C 程度まで上昇していること
が定量的に確認でき，局所加熱が生じている．(iii) 併
用加熱の場合では，それぞれの加熱手法によって食品
内部を選択的に加熱している様子が確認できる．また，
食品中心部分についてマイクロ波のみの加熱と比較す
ると，併用加熱を用いた方が温度が高くなっているこ
とから，マイクロ波を照射する前段階として蒸気加熱
を行うことで，温度上昇による食品の周囲部分の複素
(ii) Microwave heating (1 min.)

比誘電率が低下し，マイクロ波が溶液モデルの中心に
おいてより吸収されていると考えられる．

解析空間の境界には Mur 1 次吸収境界条件を適用

また，図 12 に蒸気加熱及び併用加熱による温度の

した．そして，溶液モデルには前章と同様の溶液モデ

ヒストグラムを示す．蒸気加熱では表面積の広い溶液

ルを選択し，図 10 に示す測定値から得られた実験式

周辺部から加熱を行うため，高温箇所が多く存在する

に従い，溶液モデルを構成する各セルにおける温度に

ことが確認できる．そして，蒸気加熱及び併用加熱を

対し逐次変化させている．

比較すると約 11%の加熱むら改善が可能であることを

3. 2 解 析 結 果

明らかとし，更に本提案手法により蒸気加熱では 12

図 11 にそれぞれ蒸気加熱 5 分，マイクロ波加熱 1

分を要する加熱殺菌が，蒸気加熱 5 分及びマイクロ波

分，及び蒸気加熱 5 分とマイクロ波加熱 1 分の併用加

加熱 1 分，すなわち 2 工程により 6 分間と蒸気加熱の

熱による温度分布の解析結果を示す．それぞれ図中に

半分の時間で達成できることを示した．

おける白点線はそれぞれ上下の図の対応位置を示して

4. 円偏波による均一加熱 [17]

いる．(i) 蒸気加熱のみの場合は温度分布解析におい
て入力した初期値であり，蒸気加熱によって周囲部分
758
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図 12 溶液モデル内部における温度分布のヒストグラム
Fig. 12 Histogram of temperature inside of the
solution model.

図 14 中央面（高さ 5 mm）における吸収電力分布
Fig. 14 Absorbed power distribution in center plane
(5 mm in hight).

図 13

解析モデル（円偏波及び直線偏波の吸収電力分布
比較）
Fig. 13 Analytical model (Comparison of absorbed
power distribution between circular polarization and linear polarization).

手法である．吸収電力分布の解析により，従来から用
いられている直線偏波との比較を行い，円偏波の均一

図 15

円偏波・直線偏波を用いた場合の吸収電力分布の
ヒストグラム
Fig. 15 Histogram of absorbed power.

加熱への有効性について検討した．

4. 1 解析モデル

周波数 2.45 GHz の CW 波を食品に照射し，食品内部

はじめに，円偏波を用いた食品の加熱殺菌の加熱特

の吸収電力分布を算出した．

性を，直線偏波を用いて加熱した場合と比較を行った．

4. 2 解 析 結 果

図 13 に用いた有限積分法の解析モデルを示す．本

図 14 に円偏波・直線偏波をそれぞれ照射した場合

解析モデルは解析領域の周囲 6 面を PML 吸収境界条

の食品内部 y 方向の中央面（xz 平面）における吸収

件で囲い，その中央に，前述の円柱形状の溶液モデル

電力分布を示す．同図から確認できるように，直線偏

（半径 32 mm，高さ 10 mm）を一つ配置したものであ

波では左右端部及び中央に半月状の局所加熱部位が 4

る．解析領域における上面から直線偏波及び円偏波を

箇所生じる．しかし円偏波を用いることで，周方向に

励振した．それぞれの偏波において照射電力が等しく

均一な加熱分布が得られていることを確認できる．

なるよう直線偏波 1 V/m 及び円偏波 0.7 V/m とし，

図 15 に食品を一つ配置し直線及び円偏波を照射し
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た場合の，食品内部の吸収電力を 0.01 W/m3 帯域ご
とにカウントすることで作成したヒストグラムを示す．

[3]

本ヒストグラムは横軸の帯域が狭いほど，均一に加熱
されていると評価できる．またヒストグラムにおいて

[4]

毛塚 敦，橋本 修，牧田 実，“FDTD 法を用いた電子
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