
 

 

令和２年度 

研究成果発表会 
要旨集 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和３年２月５日(金) １３：３０～１６：３０ 

 

 

 

宮崎県工業技術センター 

宮崎県食品開発センター 



 

共同研究発表 １３：３５ ～ １４：１０ （発表 35 分） 

 

開始時刻 発表テーマ 発表者 頁 

13:35 ～ 官能評価による豚肉加工品の特徴把握と戦略的デザインの開発 

株式会社栗山ノーサン 

東森 薫 氏 

chigood.design 

関屋 千草 氏 

食品開発部 

主任研究員 金井 祐基 

２ 

 

 

 

センター研究発表 １４：１０ ～ １６：３０ （発表 20 分） 

 

開始時刻 発表テーマ 発表者 頁 

14:10 ～ 家畜骨由来HAPを活用した複合材料の開発に関する研究 
資源環境部 

主任技師 田頭 宗幸 
４ 

14:40 ～ 劣化樹脂の赤外吸収スペクトルライブラリの構築 
材料開発部 

主任研究員 赤木 剛 
６ 

15:00 ～ 油中ナノ粒子分散体の製造技術と今後の展望 
材料開発部 

主任技師 下池 正彦 
８ 

15:30 ～ 多波長制御光源システムの開発とその応用等に関する研究 
機械電子部 

副部長 肥後 一彦 
10 

15:50 ～ 食肉加工施設を対象とした結露防止システムの開発 
機械電子部 

主任技師 小野 貴哉 
11 

16:10 ～ 新系統甘藷の焼酎醸造特性評価 
応用微生物部 

副部長 山本 英樹 
13 

 



 

 

 

 

 

 

 

共同研究発表 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 -



官能評価による豚肉加工品の特徴把握と戦略的デザインの開発 
 

株式会社栗山ノーサン  ○東森薫 

チーグッド・デザイン  ○関屋千草 

宮崎県食品開発センター ○金井祐基，高橋克嘉，朝倉麻衣，平川良子 

 

１ はじめに 

株式会社栗山ノーサンの「しっとり生ジャーキー」は，一般的なジャーキーとは異なり，素材の味をそ

のまま活かしたしっとりタイプのポークジャーキーとして開発されたが，「試食してもらえば美味しい

と言ってもらえるのに，売場ではなかなか手に取ってもらえない．」という課題を抱えていた． 

 そこで，この商品の特徴を消費者がどのように捉えているかを把握するため，風味や食感，香り等を網

羅的に評価できる QDA（Quantitative Descriptive Analysis：定量的記述分析法）を用いて客観的に評価す

るとともに，明らかとなった特徴を活用した戦略的デザインの開発を行った．官能評価の実施は宮崎県

食品開発センター，デザイン開発はチーグッド・デザインが担当し，共同で研究を実施した． 

 

２ 実験方法 

２－１ QDA 試験 

 QDA は，宮崎県専属パネリスト 23 名から予備試験で選抜した 12 名をパネルとし，官能評価施設「お

いしさ・リサーチラボ」で実施した．サンプルは，生ジャーキー，市販されている生ハム 1 種類及び乾燥

度が異なる 4 種類のジャーキーの合計 6 種類の豚肉加工品とした．パネリストにサンプルを提供し，サ

ンプルから感じた全ての感覚を外観，香り，風味，食感および後味の 5 つの要素ごとに用語として記述

させた．用語は一般に消費者が使用するものとし，専門的な用語や嗜好に関する用語は含まないよう注

意を促した．出された用語の集約や定義付け，試し試験を行い，評価用語を決定した後，これらを用いた

定量評価を 3 回繰り返して行った． 

２－２ 統計解析 

得られた評価結果は，二元配置の分散分析と Tukey の HSD による多重比較を行い，p<0.05 をもって有

意差ありとした．解析は FIZZ Calculations 2.61（BIOSYSTEMES 製）により行った． 

 

３ 結果および考察 

３－１ 特徴把握 

 QDA によって豚肉加工品を特徴付ける 35 個（外観 4 個，香り 8 個，風味 9 個，食感 7 個及び後味 7

個）の評価用語を開発した．これら用語を使って豚肉加工品 6 種類を数値化し，解析した結果，34 個の

評価用語でサンプル間の有意差が認められ，それぞれの特徴を確認することができた．生ジャーキー，生

ハム及び乾燥度が高いジャーキーの比較から，生ジャーキーの特徴を「肉の弾力と肉の風味が一口目か

らしっかりと感じられる」，「生ハムのようなしっとり感が感じられる一方で，乾燥ジャーキーのように

噛んでも噛んでも風味が続く」及び「肉の後味が最後まで感じられる」と定義付けた． 

３－２ 戦略的デザインの開発 

 生ジャーキーの特徴を活用して商品コンセプトを見直し，そこからパッケージデザインと商品 PR

動画を作成した．パッケージには，商品の特徴から組み立てたキャッチコピーを掲載し，商品 PR 動

画では商品の特徴を説明するとともに，生ジャーキー，生ハム及び乾燥ジャーキーの比較データをレ

イダーチャートで示した．  

 

４ まとめ 

 QDA によって各種豚肉加工品の官能評価を行い，生ジャーキーの特徴を把握することができた．この

特徴を商品コンセプトやデザインに展開し，特徴が伝わる広告ツールを開発することで，商品の特徴を

消費者に的確に訴えることが可能となった．  
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家畜骨由来 HAP を活用した複合材料の開発に関する研究 
 

宮崎県工業技術センター 資源環境部 ○田頭宗幸，下池正彦※1，高橋克嘉※2  

               （※１現材料開発部，※2 現宮崎県食品開発センター） 

 

１ はじめに 

本県は，畜産産出額が全国 3 位（平成 30 年）と全国有数の畜産県である．畜産はその重量の約 10％を

非可食部である骨が占めており，毎年約 1 万トン以上が排出されている．従来，この家畜骨は飼肥料等

に再利用されているが，安価かつ供給過多であるためレンダリング業界からは家畜骨の新規需要創出が

望まれている．骨の無機主成分であるヒドロキシアパタイト（以下，HAP とする．）は，生体適合性，

特異的吸着特性及びイオン交換能等を有した優れた素材である．本研究では，新しい家畜骨の利用方法

の創出を目的として，家畜骨由来の HAP をフィラーとした複合材料の開発に取り組んだので報告する． 

 

２ 実験方法 

２－１ 家畜骨の微粒子化 

フィラーは，微粒子であるほど樹脂との界面面積が増加するため，複合材料としての機能性発現が期

待できる．そこで，家畜骨をナノオーダーの微粒子にできないか検討した．家畜骨は，脱脂及び焼成処

理したものをサンプルとした．予めボールミルで粗粉砕した家畜骨をビーズミル（アシザワ・ファイン

テック（株），LMZ－015 型）で粉砕した．粒子は，比表面積測定装置（micrometritics，Gemini）の測

定から得られた比表面積をもとに，粒子の形状を球と近似して比表面積球相当径を算出した．さらに走

査電子顕微鏡（（株）日立ハイテクノロジーズ，S-4800）で観察して評価した． 

２－２ 凝集防止剤の評価 

親水性の家畜骨微粒子を親油性の樹脂に安定的に分散させるためには，凝集防止剤による表面改質が 

必要と考えられたため，凝集防止剤の評価を行った．シランカップリング剤 11 種及びホスホン酸誘導体

1 種の各凝集防止剤で表面修飾した家畜骨微粒子をヘプタン及び水の 2 層液に添加し，分配挙動を目視確

認することで凝集防止剤の評価を行った． 

２－３ 混練機の検討 

 樹脂は，家畜骨と同様に原料が天然物由来となるポリ乳

酸樹脂（以下，PLA とする．）を用いた．家畜骨微粒子は，

PLA に対して 10%添加し，卓上混練機（(株)入江商会，

PBV-0.3K 型）及び高剪断加工機（（株）ニイガタテクノマ

シン，NHSS8-28）で複合材料の製作を試みた．各混練機で

の混練条件を表 1 に示す．混練した複合材料の断面を走査電子顕微鏡で観察することによりフィラーの

樹脂内での分散状況を確認した. 

２－４ 結晶化速度の評価 

 高剪断加工機で試作した複合材料（以下,試作体とする．）を示差走査熱量計（（株）パーキンエルマ

ー，DSC8500）を用いて半結晶化時間を測定した． 

２－５ 3D プリンター素材としての応用 

 試作体を 3D プリンターの素材に適した形状とするため押出成形機（当センター自作）でフィラメ

ント状に加工し, 3D プリンター（武藤工業（株），MF-1100）で造形物を作製した． 

 

３ 結果および考察 

３－１ 家畜骨の微粒子化 

 比表面積測定装置の測定により求められた比表面積球相当径を図 1 に示す．1 パス（サンプルがビー

ズミル内を 1 回循環）に要した時間は平均 7.5min 程度であり，1 パスで比表面積 20m2/g，比表面積球相

 

卓上混練機 高剪断加工機 

回転速度 30～50rpm 1,000rpm 

温度 190℃ 170℃ 

時間 18min 20s 

 表１ 混練条件 
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当径で約 100nm まで粉砕されており，8 パスの処理によって比表面積 70m2/g， 

比表面積球相当径で約 30nm に達していることがわかった．走査電子顕微鏡 

で観察したところ，同等サイズの家畜骨微粒子が確認された． 

３－２ 凝集防止剤の評価 

 シランカップリング剤 11 種では 2 層液の中間層に分配 

しており，表面改質が不十分であることが分かった．一方， 

ホスホン酸誘導体ではヘプタン層への分配が確認できた． 

しかし，当凝集防止剤は高価であったため実用的ではなかっ 

た．今回の検討では，家畜骨微粒子を樹脂内に均一分散するのに適切な凝集防止剤を見つけるに至らな 

かった． 

３－３ 混練機の検討 

 混練機により試作した複合材料の断面の SEM 画像を図 2 に示す．卓上混練機では，家畜骨微粒子が 

凝集体のまま混練されているのが確認できた．これは，親水性の家畜骨微粒子が樹脂中では凝集しやす  

く，また，最大回転数 50 rpm の卓上混練機では，家畜骨微粒子の凝集体を一次粒子に分離するほどの  

剪断力がないためと考えられた．そこで，高い剪断力を実現できる高剪断加工機で試作したところ，一  

部がナノオーダーで樹脂内に存在していることが確認できた．このことから，高剪断加工機を用いるこ  

とで凝集防止剤を使わずに家畜骨微粒子をナノオーダーのまま PLA に分散できる可能性が見いだされ 

た.  

 

 

 

 

 

 

３－４ 結晶化速度の評価 

 PLA は他の汎用樹脂と比較して結晶化速度が遅く，一般的な成形 

加工では十分な結晶成長ができないことが, 耐熱性が低くなる原因 

となっている.試作体は，家畜骨微粒子が結晶化の核となり結晶化 

速度の向上が期待できた．半結晶化時間の測定結果を図 3 に示す． 

PLA だけでは半結晶化時間が 225sec であったが，試作体は 116sec 

と短縮されていた．このことから，家畜骨微粒子の添加は PLA の 

結晶成長を有利にさせ，PLA の耐熱性の向上につながることが示唆さ

れた．  

３－５ 3D プリンター素材としての応用 

複合材料を 3D プリンターに活用する場合，フィラーが小さいほど微小で精巧なデザインができるた

め，試作体は望ましい形状と考えられた．そこで，3D プリンターの素材として応用できないか検討した．

押出成形機でフィラメント化した試作体を 3D プリンターにセットし，複雑な造形モデルを試作させた

ところ，プログラムどおりの精巧な造形物を作製することができた．このことから，試作体は様々なデ

ザインへの応用が可能であることがわかった． 

 

４ まとめ 

ビーズミルを用いることで家畜骨をナノオーダーにまで粉砕できた．さらに高剪断加工機を用いるこ

とで，家畜骨微粒子をナノオーダーのまま樹脂に混練できる可能性が見いだされた．試作体の結晶化速

度の評価から家畜骨微粒子を添加することは PLA の耐熱性向上につながることが示唆された．また，フ

ィラーが微細であることから３D プリンターの素材として応用が可能であることがわかった． 

 図１ 比表面積及び比表面積球相当径の変化 

 図３ 半結晶化時間の測定結果 

 図２ SEM 画像（左：卓上混錬機）（右：高剪断加工機） 

1μm 

 

1μm 
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劣化樹脂の赤外吸収スペクトルライブラリの構築 

 

宮崎県工業技術センター 材料開発部 ○赤木 剛，(湯浅友識)，下池正彦 

 

１ はじめに 

当センターでは，設備利用等で使用頻度の高い赤外吸収分析の高度化を目的として，各種劣化試験に

より調製した劣化樹脂から測定した赤外吸収スペクトルを基に，劣化樹脂ライブラリを構築した． 

そこで本報では，当該ライブラリの収録データに係る劣化試験の詳細や，データ解析から得られた知

見及びライブラリ活用時の留意点について報告する． 

 

２ 実験方法 

２－１ 劣化樹脂の調製 

市販の樹脂シート 12 種類及びペレット 16 種類を対象に，

①屋外暴露試験，②加熱及び加熱加湿試験及び③促進劣化試

験を行った．①では，構内に設置した屋外暴露台（図１）に

より最長 1 年間暴露した．②では，真空定温乾燥器（ヤマト

科学㈱, DP32）及び恒温恒湿槽（㈱東洋製作所, AE-215）を

用いて，150℃加熱及び 80℃90% RH の加熱加湿環境に一定期

間供した．③では，宮崎県木材利用技術センター所有の耐候

性試験機（スガ試験機㈱, SX75）により，JIS K 7350 に準拠

して紫外線照射及び水噴射を最長 1400 時間行った． 

２－２ 調製試料の赤外吸収分析 

 劣化試験前及び各種試験終了後の試料を対象に，FT-IR

（サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱, Nicolet6700）

を用いて赤外吸収分析を行った（図２）．樹脂表面は 1 回反

射型 ATR 測定法で行い，劣化によるスペクトル変化の有無及

び劣化度の経時変化を評価した．また，樹脂表面のスペクト

ル変化が著しい試料の断面をミクロトーム切削して試料片を

調製し，FT-IR（顕微反射法）により深さ方向の劣化進行を評

価した． 

 

３ 結果及び考察 

３－１ 各種劣化試験によるスペクトル変化の有無 

 樹脂劣化によるスペクトル変化の例と

して，各種劣化試験の前後に ABS 樹脂表

面から取得した赤外吸収スペクトルを図

３に示す．各劣化試験に共通して，劣化

試験前に検出されたブタジエンの C=C 結

合に相当する 970 cm-1 付近の吸収ピーク

が消滅した．また，1730cm-1 付近のカル

ボニル基や 3400cm-1 付近のヒドロキシル

基の吸収ピークの生成が見られた．以上

の結果から，ABS 表面のスペクトル変化

は各劣化試験に共通して，分子結合の切

断及び酸素や水との結合の生成を伴う酸

化劣化によることが示唆された． 

図１ 屋外暴露台 

図２ 赤外吸収分析（ＦＴ－ＩＲ） 

図３ ＡＢＳ表面のスペクトル変化 
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屋外暴露試験及び促進劣化試験においては，変色等の外観変化は概ね同様の傾向を呈したが，赤外吸

収スペクトルの変化は促進劣化試験の方がより顕著であった．150℃加熱試験により調製した試料では，

80℃90%RH 加熱加湿試験と比較して外観や赤外吸収スペクトルに変化が見られたものが多かった．赤外

吸収スペクトル変化の有無は樹脂の種類や劣化条件で多様であったが，主な変化の要因として酸化劣化

の進行が示唆された． 

 

３－２ 樹脂表面の経時変化及び深さ方向の劣化 

促進劣化試験と屋外暴露試験における劣化度の経時

変化について図４に示す．ABS の劣化度は, 生成した

1730cm-1カルボニル基の吸光度と，酸化劣化により影

響されない 1500 cm-1 ベンゼン環の吸光度との比で評

価した．促進劣化試験では，時間経過により劣化度は

直線的に増加し, 相関係数 0.9 を超えて高い相関性が

確認された．一方，屋外暴露試験においては，暴露時

間と劣化度について直線的な相関は得られなかった．

設定した屋外暴露期間が最長１年で試験後半が夏期に

相当したため，より長期の屋外暴露試験と比較して，

日射量や降水量，気温等の季節変動による影響を受け

やすい条件であったと考えられる． 

続いて，ABS の深さ方向に対する劣化度の変化を図

５に示す．屋外暴露試験及び促進劣化試験について

は，表面から深さ 200µm にかけて劣化度が減少し，

より内部では酸化劣化の影響は見られなかった．一

方，150℃加熱試験の場合は，加熱 7 日で深さ 400 µm

程度，加熱 14 日で深さ 500µm 程度まで酸化劣化によ

るスペクトル変化が検出された．上述の図３のとお

り，今回設定した劣化条件において，ABS 表面では

150℃加熱よりも屋外暴露や促進劣化のような光暴露

による劣化のスペクトル変化が大きい傾向にあった

が，ABS 断面における深さ方向の劣化の進行は，150

℃加熱の方が，屋外暴露や促進劣化よりも顕著であっ

た． 

劣化樹脂ライブラリに登録された各データには劣

化試験の条件を付記しているが，以上のことから，未

知の劣化試料を赤外吸収分析する際に，劣化樹脂ライ

ブラリとの検索結果に基づいて，測定試料が経た劣化 

環境の定量的な情報（光暴露時間や加熱温度等）を判  

断することは，適当でないと考えられる． 

 

４ まとめ 

 各種劣化試験によるスペクトル変化の有無は樹脂の種類や劣化条件により多様であったが，主に光や

加熱による酸化劣化を示唆するスペクトルデータが収集された．構築された劣化樹脂ライブラリにより

劣化樹脂の同定が可能となり，赤外吸収分析の利便性が向上した．また，劣化環境の定量的な評価には

適用できないなど，樹脂表面の経時変化及び深さ方向の劣化評価から，ライブラリデータの合理的な活

用のための重要な知見を得ることができた．なお当該ライブラリは，みやざき技術情報誌（No.159 2019

年 8 月号）への掲載や試験室の掲示等を経て，令和元年９月から運用を開始している．劣化が疑われる

試料の分析に関する御相談や設備利用等の際には，是非御活用いただきたい． 

図４ ＡＢＳ表面の劣化度の経時変化 

図５ ＡＢＳ深さ方向の劣化度の推移 
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油中ナノ粒子分散体の製造技術と今後の展望 

 

宮崎県工業技術センター 材料開発部 ○下池正彦，赤木剛，山本建次，清水正高 

 

１ はじめに 

「ナノ」を冠する様々な材料や技術が開発され，実用化に向けた取組が行われている今日，当センター

においても実用的なナノオーダーの分散系を実現するための技術開発を行ってきた．その一例として，

シーズ技術である膜乳化法を応用した「S/O サスペンション及びその製造方法（特許第 4349639 号，   

以下，従来法と称す．）」は油の中に水溶性の有効成分を分散させ，疑似溶解状態を実現する技術で   

ある．このような疎水性溶媒への水溶性物質の分散技術は，化粧品や医薬品，食品をはじめとする幅広い

分野において高いニーズが見込まれるものである． 

一方，技術の実用性の観点からは，所望の分散系をいかに効率良く，果てはより容易に調製できるかが

重要となる．従来法を用いてナノオーダーの分散系を調製する場合,「W/O エマルション型前駆体の液滴

径を小さく揃った状態にする」または「水相中の水溶性物質濃度を低くする」ことが必須条件であり，特

に前者においては比較的煩雑な膜乳化等の操作が必要であることから，実用化における課題となって 

いた．この課題の克服に向けて鋭意研究を重ねた結果，汎用の装置を用いた簡便な操作でナノオーダー

の分散系を調製できる新たな手法「油中ナノ粒子分散体の製造方法（特許第 6582283 号，以下，本手法と

称す．）」を確立したので，以下のとおり報告する． 

 

２ 油中ナノ粒子分散体の製造技術 

油中ナノ粒子分散体の基本的な調製フローを図 1 に示す．本手法は，①所望の水溶性物質の水溶液を

分散相とするW/Oエマルション型前駆体を調製する乳化工程及び②分散水相から水を除去する脱水工程

の二つからなり，一連の調製フローは従来法と同じである．研究開発の結果導き出された従来法からの

改良点は，「脱水工程において水相が沸騰する温度・圧力条件下で脱水を行うこと」であり，この条件を

付与することで，W/O エマルション型前駆体の液滴径分布によらずナノオーダーの分散体を調製できる

ことが本手法の最大の特長である．なお，従来法においては，液滴の合一や分裂，油水分離等を引き   

起こすため，脱水は穏やかに行う必要があるとされており，水相の沸騰は禁忌とされてきた． 

 

図 1 油中ナノ粒子分散体の調製フロー 

 

実際に，得られる分散体に及ぼす調製条件の影響を検証した結果を表 1 に示す．ほぼ均一なサイズの

貫通細孔を有するシラス多孔質ガラス膜（SPG 膜）を用いて調製した単分散 W/O エマルションのほか，

汎用のホモミキサーや撹拌翼で調製した多分散 W/O エマルションのいずれにおいても，脱水工程に  

おいて沸騰の条件を付与することにより 200 nm 以下の分散体が生成しており，これは従来法の理論  

計算値よりもはるかに小さいサイズである（No.1-1～1-4）．一方，沸騰の条件を付与しない場合は，   

前駆体の液滴径に依存した形で分散体が生成することになるため，粗大な前駆体からは粗大な分散体 

しか生成し得ないことも明らかである（No.1-5）．なお，従来法で 200 nm 以下の分散体を調製するため

にはサブミクロンサイズの液滴径を有する前駆体が必要となるが，このような W/O エマルションは容易

には得難いものである．乳化方法を問わず分散体が一定のナノオーダーに収束する本手法は，非常に  

大きなメリットを有するものであり，汎用の装置をそのまま分散体調製に転用できる点で，実用性の  
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高い技術といえる．加えて，本手法では真空度を従来法よりも高く設定できるため，脱水時間の短縮が 

図られ，表 1 の調製においては，従来法で 3 時間を要したところ，これを 40 分にまで短縮することが 

できており，非常に効率良く分散体を調製することが可能である． 

   

表１ 調製条件並びに脱水前後の液滴径及び粒径 

No. 乳化方法 脱水条件 脱水前の液滴径 脱水後の粒径 粒径の理論計算値 

1-1 
5 m-SPG 膜透過 

（予備乳化 No.1-4） 

60℃，10 kPa 

（沸騰あり） 

4.8 m 

（4800 nm） 
176 nm 886 nm 

1-2 
2 m-SPG 膜透過 

（予備乳化 No.1-4） 

60℃，10 kPa 

（沸騰あり） 

1.9 m 

（1900 nm） 
174 nm 350 nm 

1-3 
ホモミキサー 

(24 krpm，1 min) 

60℃，10 kPa 

（沸騰あり） 

2.7 m 

（2700 nm） 
189 nm 498 nm 

1-4 
撹拌翼 

(600 rpm，10 min) 

60℃，10 kPa 

（沸騰あり） 

21.7 m 

（21700 nm） 
195 nm 4008 nm 

1-5 
撹拌翼 

(600 rpm，10 min) 

60℃，20 kPa 

（沸騰なし） 

21.7 m 

（21700 nm） 
3581 nm 4008 nm 

 

次に，本手法を適用して調製した分散体の一例を表 2 に示す．W/O 乳化に使用される各種油溶性界面

活性剤，脂肪酸エステル，炭化水素，トリグリセライド等の油剤，低分子，高分子，固液を問わない水溶

性物質など様々な組合せにおいて 200 nm 以下の分散体が得られており，本手法の適用範囲の広さの  

一端を示すものである． 

 

表 2 水相及び油相の組合せ並びに脱水後の粒径 

No. 水相  油相  脱水後の粒径  

2-1 1 wt%-スクロース水溶液   20 wt%-span85／IOP 163 nm   

2-2 1 wt%-スクロース水溶液  
5 wt%-CR-310 + 15 wt%- ER-290 

／スクアラン  
115 nm   

2-3 1 wt%-スクロース水溶液  20 wt%-CR-310／大豆油  59 nm   

2-4 10 wt%-スクロース水溶液  20 wt%-CR-310／IOP 162 nm   

2-5 1 wt%-メチレンブルー水溶液  20 wt%-CR-310／IOP 66 nm   

2-6 1 wt%-デキストラン水溶液  20 wt%-CR-310／IOP 50 nm   

2-7 1 wt%-ポリビニルアルコール水溶液  20 wt%-CR-310／IOP 181 nm   

2-8 1 wt%-エチレングリコール  20 wt%-CR-310／IOP 65 nm   

（Span85：ソルビタントリオレアート，IOP：パルミチン酸イソオクチル， 

CR-310：テトラグリセリン縮合リシノール酸エステル，ER-290：ショ糖エルカ酸エステル） 

 

３ まとめ及び今後の展望 

 疎水性溶媒中にナノオーダーの水溶性物質を分散させる 

手法として，W/O エマルション型前駆体から水相の沸騰を 

伴う条件下で脱水を行う「油中ナノ粒子分散体の製造方法」を

見出し，その有用性を明らかにした．現在，既に一部の分野で

実用化が行われており，更なる応用分野の拡大に向けて研究

を進めている．本手法が適用可能な物質の組合せは無限大で

あり，その用途に関しても同様である．本手法は工業用途に 

限定されず，例えば，図 2 に示すような食品用乳化剤等を  

使用した「食べられる分散体」などを調製することも可能で 

ある．様々なアイデアのもと，本手法が当県から日本全国へ，

果ては世界中に広がっていくことを希求する．  

図 2 食品素材の油中ナノ粒子分散体 

①ショ糖，②紅茶，③コーヒー，④ビーフ  

コンソメ（油相：5 wt%-CR-310/大豆油） 

① ② ③ ④ 
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多波長制御光源システムの開発とその応用等に関する研究 

 

   宮崎県工業技術センター 機械電子部 ○肥後一彦，鳥原亮 

   吉川工業アールエフセミコン株式会社 ＲＦ事業部  

          宮崎県林業技術センター 森林資源開発部 

          宮崎県食品開発センター 食品開発部 

 

１ はじめに 

LEDは，スペクトル幅の狭い単色光を得ることができる等の特長を有しており，様々な分野での応用

が期待されている．中でも特定の波長の光が，植物等の成長過程に影響する可能性があることから，LED

による植物等の光応答反応に関する研究が盛んに行われている．しかし，その光応答反応を詳細に調べ

るために必要な波長成分などを柔軟に調節できる光源は世の中に見当たらない． 

そこで，植物等の光応答反応の研究用で，多様な光環境を提供する多波長制御光源システム（以下，

多波長光源）を開発し，さらに，本多波長光源の評価装置の構築と応用研究を行ったので，報告する． 

 

２ 実験方法及び結果 

２－１ 開発装置 

 開発した多波長光源の構成を図１に示す．３つの照明ユニットにそれぞ

れ主波長の異なる６種の LEDが搭載されており，合計で 13種の主波長の

光を発することができる．各 LED 群は独立して調光することができ，さ

らに複数波長の同時発光，パルス発光等が行える．この装置の開発により，

多様な光環境を提供できるようになった．  

２－２ 多波長光源の配光を評価する装置の構築 

 開発した多波長光源の配光を評価するための照度分布自動測定装置を構築した．装置は，照度計を搭

載した２軸自動ステージを X-Y 方向に移動させることにより照度分布を得るよう構成したものである．

照度の計測と２軸自動ステージの制御は，接続されたパソコンで行うようにした．多波長光源の照度分

布（11×11 ポイント）を計測したところ，測定時間は５分程度であった． 

２－３ 多波長光源を用いた菌床シイタケの栽培実験 

発生段階の菌床シイタケに多波長光源で発した光を照射し，その応答反応を確認した．実験は林業技

術センターの発生庫内で行い，単色光，混色光の照射により，収穫した子実体の形質（傘の色など），

収量，遊離アミノ酸含量などを計測し，対照区（蛍光灯照射）との比較を行った．その結果，照射する

単色光の波長によって，子実体の形質を細かく制御できることが判明した．また，青と赤の混色光を照

射することにより，子実体の収量増および全遊離アミノ酸含量増の可能性を見出した． 

２－４ 多波長光源を用いた照明・撮像装置の構築 

急増している目視検査自動化の工業相談に対応するため，多波長光源を用いた照明・撮像装置を構築

した．装置は，照明部，サンプル駆動部，CCD カメラ駆動部から構成され，搭載された計６軸の自動ス

テージにより，サンプルへの照射角などを自由に変更できる．実験では，青，緑，赤の塗装サンプルを

用意し，埃などを対象欠陥として，多波長光源で補色光を照射した結果，同色光，白色光を照射した場

合に比べて，欠陥部分とそうでない部分とのコントラストがより高い撮像画像を得ることができた． 

 

３ まとめ 

 多様な光環境を提供する装置として，多波長光源を開発し，本装置の配光を評価する装置を構築した．

さらに，菌床シイタケの照射実験，照明・撮像装置の構築を行い，本装置の有効性が確認できた． 

 多波長光源の開発は，吉川工業アールエフセミコン株式会社と共同で行い，菌床シイタケの栽培実験

は，林業技術センターおよび食品開発センターと共同で実施した．ここに謝意を表す． 

図１ 多波長光源 
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食肉加工施設を対象とした結露防止システムの開発 

 

宮崎県工業技術センター 機械電子部 ○小野貴哉，野口大介 

 

１ はじめに 

食肉加工施設内では，食肉加工等の際に多量の水蒸気が発生し，天井面に結露水滴として付着するこ

とが知られており，この結露水滴の落下が食品衛生上の課題となっている．また，食肉加工施設内は低温

管理されているため，一般的な除湿機では除湿することが困難である．本研究では，食品添加物として使

用され，湿度調整機能を有するプロピレングリコール水溶液（以下，調湿液）を用いた結露防止システム

を開発し，天井面に発生する結露水滴を消失させる実験を行ったので，その結果を報告する．  

 

２ システム概要 

 結露防止システムの概要図を図 1 に示す．結露防止

システムは，室内に設置した減湿ユニット，屋外に設

置した再生ユニットおよび濃度制御タンクで構成さ

れている．  

減湿ユニットは，気液接触器に空気を通過させるこ

とで調湿された空気を発生させる．具体的には，繊維

を絡み合わせた立体的な構造の気液接触器に，濃度 50

％程度の調湿液を滴下することで，気液接触器の表面

上に調湿液の液膜ができ，接触面積を拡大しながら自

然流下する．そこに空気が通過することで，自然流下

する調湿液の液膜と接触して，空気から水蒸気を吸収

し，相対湿度 80%程度に調整された空気を天井付近に

送風する．屋内に設置した減湿ユニットにおいて，空気

から水蒸気を吸収して濃度が低下した調湿液は，屋外に設置した再生ユニットへ輸送される．再生ユニ

ットは，減湿ユニット同様に気液接触器が備わっており，濃度が低下した調湿液の液膜を屋外空気と接

触させ，調湿液中の水分を水蒸気として外部に放出することで濃度を再生することができる．             

 

３ 実験方法 

２－１ 結露水滴消失および再付着防止実験 

結露防止システムを使用し，実験区の二つの天井面を対象に結露水滴消失および再付着防止実験を行

った．まずは，結露水滴が付着した天井面の結露水滴消失経過を確認した．次に，実験前に結露水滴を拭

き取った天井面の経過状況を確認した．実験は，開始時，24 時間後，48 時間後，72 時間後に観察および

記録を行った． 

 

２－２ 相対湿度の測定 

 実験区の天井面から 0.2，0.5，1.5，2.0ｍ下方に温湿度計（エスペック社，RS-14H）を設置し，相対湿

度を測定した． 

 

３ 結果および考察 

３－１ 結露水滴の消失および再付着 

結露水滴が付着した天井面の結露水滴消失経過を図 2 に示す．結露水滴が付着した天井面は，時間が

経過するにつれ，徐々に結露水滴が消失し，48 時間後にはほとんどの結露水滴が消失した．これは，結

露防止システムの減湿ユニットから送風された相対湿度 80％程度の空気が天井付近に漂い，天井付近に

低湿度の空気シールド層を形成し，天井付近の高湿度空気を打ち消したためと推測される．  

実験前に結露水滴を拭き取った天井面の経過状況を図 3 に示す．結露水滴を拭き取った天井面は，水

図 1 結露防止システムの概要 
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滴の再付着は確認されなかった．これは，天井付近に形成された低湿度の空気シールド層が，床から天井

方向に上昇してくる高湿度空気を防いだためと推測される．  

  

 

 

 

３－２ 実験区内の相対湿度 

実験区内の相対湿度を図 4 に示す．天井空気冷却

装置を停止させると，実験区内の相対湿度は急増

し，空気冷却装置停止後 8 分で天井面下方 0.2ｍの

相対湿度は，95％程度に達した． 

そこで，結露防止システムを稼働すると，相対湿

度は，75％程度まで下がった．また，そのほかの温湿度計設置箇所も，稼働開始から 20 分後には相対湿

度 80％程度となった．これは，結露防止システムの減湿ユニットの気液接触作用により，調湿液の湿度

調整機能が働き，相対湿度を 80％程度に保持した結果と考えられる． 

 

４ まとめ 

結露防止システムを使用することで天井面の結露水滴は消失し，天井付近の相対湿度を 95％から

75％程度まで下げることができたため，結露防止システムが食肉加工施設等の低温環境の天井面に発

生する結露水滴消失に効果があることが明らかになった． 

今後は，様々な場所に対応できるよう，結露防止システムのコンパクト化を図るなど，実用化を視野

に入れ，製造業や食肉加工企業等と連携し，継続して実験に取り組む予定である． 

 

５ 謝辞 

本研究の一部は，国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の研究成果展開事業マッチングプラ

ンナープログラムの支援を得て行われた．記して謝意を表す．  

 

図 4 実験区内の相対湿度 

図 2 天井面の結露水滴消失経過 

 

図 3 天井面の経過状況 
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新系統甘藷の焼酎醸造特性評価 
 

宮崎県食品開発センター               ○山本英樹，水谷政美，祝園秀樹，

福良奈津子，喜田珠光 

宮崎県総合農業試験場畑作園芸支場           菊池祐一郎 

九州沖縄農業研究ｾﾝﾀｰ 畑作研究領域 ｻﾂﾏｲﾓ育種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 小林晃 

 

１ はじめに 

本県の単式蒸留焼酎の出荷数量における芋焼酎の割合は，８割を超えている．焼酎原料用甘藷と

してはコガネセンガンが最も多く使用されているが，高系 14 号，シロユタカ，シロサツマ，コナホ

マレ，アヤムラサキ，ムラサキマサリ，タマアカネ等も利用されている．  

芋焼酎のアルコール収得量および酒質は，原料用甘藷の種類および品質に大きく依存している．

さらに，近年市場において焼酎の品質の多様化が求められていることから，優れた新系統甘藷を選

抜して焼酎用原料として実用化することが重要となっている．  

本研究では，九州沖縄農業研究センターで育種され，宮崎県総合農業試験場畑作園芸支場で試験

栽培された新系統甘藷および対照のコガネセンガン，タマアカネを用いて，芋焼酎の試験醸造を行

い，醸造適性について検討したので報告する．  

２ 実験方法 

２－１ 供試甘藷の水分およびデンプン価 

本試験に供した新系統甘藷九系 359（白系），九州 194 号（橙系）および対照のコガネセンガン（白

系），タマアカネ（橙系）は，本年度に県総合農業試験場畑作園芸支場（宮崎県都城市）で栽培され

たものを用いた．甘藷の水分を赤外線水分計（ケット科学研究所製 FD-600）で測定し，デンプン価を

国税庁所定分析法 1)に準じて測定した． 

２－２ 芋焼酎の試験醸造 

製麹は，種麹として河内白麹菌を使用し，飯米で常法により行った．一次もろみは，２日間静置

培養した平成宮崎酵母（MF062）および汲水を米麹に加えて５日間発酵させた．二次もろみは，供

試甘藷を蒸煮粉砕し，熟成一次もろみに汲水とともに掛けて８日間発酵させた．その後，熟成二次

もろみを常圧蒸留し，和水して 25 度の芋焼酎を得た．  

２－３ 芋焼酎の成分分析 

芋焼酎熟成二次もろみのアルコール分は，簡易アルコール分析器（理研計器製アルコメイト AL-2）で

測定した．また，芋焼酎（アルコール分 25% (v/v)）の pH，酸度，紫外部吸収およびアルコール分の測

定は，国税庁所定分析法 2)に従った．一般香気成分の分析はヘッドスペース法によりガスクロマトグラ

フ（島津製作所製 GC2010 Plus）を用いて，また，モノテルペンアルコール，β-ダマセノンおよび β-イ

オノンについてはヘッドスペース固相マイクロ抽出（Solid Phase Micro Extraction : SPME）法 3-6)により

ガスクロマトグラフ質量分析計（島津製作所製 GCMS-QP2010 Plus）を用いて行った． 

２－４ 芋焼酎の官能評価 

芋焼酎（アルコール分 25% (v/v)）について，焼酎官能評価経験者５名をパネリストとして４点法（1

：秀，2：優，3：良，4：可）により官能評価を行った． 

 

３ 結果および考察 

 新系統甘藷九系 359（白系）および九州 194 号（橙系）について焼酎用原料としての適性を把握す

るために，甘藷の水分およびデンプン価の測定，芋焼酎の小仕込み試験，成分分析および官能評価

を行ったところ，以下のことが分かった．  

(1) 新系統甘藷は，対照に比較して水分が低く，デンプン価が高かった（表１）．  

 (2) 新系統甘藷は，対照よりも蒸し後の粉砕が容易であった．  

 (3) 新系統甘藷製の熟成二次もろみアルコール分および純アルコール数量は，対照に比較して高
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かった（表２）．  

 (4) 九系 359 製芋焼酎の香気成分濃度は，対照のコガネセンガン製とほぼ同等であった． 

 (5) 九州 194 号製芋焼酎の主要香気成分濃度は，対照のタマアカネ製と比較してアセトアルデヒ

ドが低く，酢酸 i-アミルが高かった．また，微量香気成分濃度は，リナロールが高く，β-イオ

ノンは低かった．  

 (6) 芋焼酎の官能検査で，新系統甘藷製は対照よりも評価が高かった．また，九系 359 製はコガ

ネセンガン製と同様に，「甘い」，「原料特性」，「旨みある」等の良好なコメントが得られ

た．一方，九州 194 号製はタマアカネ製と同様の「甘い」，「原料特性」，「きれい」，「旨

みある」等のコメントに加え，「柑橘香」，「エステル香」，「フルーティー」等の華やかな

評価が得られた．  

 

表１ 供試甘藷の水分およびデンプン価  

原料名 水分（%） デンプン価 

コガネセンガン 64.7  26.5  

九系 359 59.2  32.9  

タマアカネ 73.3  17.0  

九州 194 号 63.1  29.2  

 

表２ 芋焼酎の熟成二次もろみアルコール分および純アルコール数量  

原料名 
熟成二次もろみ 

アルコール分（%） 

熟成二次もろみ 

純アルコール数量（L） 

コガネセンガン製 15.9  0.68  

九系 359 製 17.0  0.72  

タマアカネ製 12.2  0.53  

九州 194 号製 15.8  0.68  

 

４ まとめ 

 新系統甘藷九系 359（白系）および九州 194 号（橙系）について，芋焼酎試験醸造における熟成二

次もろみのアルコール分および純アルコール数量は前年同様に対照よりも高く，芋焼酎の香気成分

濃度も良好で，官能検査では高い評価が得られた．さらに，宮崎県総合農業試験場畑作園芸支場に

おける栽培試験結果も良好であった．  

以上より，本試験で検討した新系統甘藷は焼酎原料用甘藷として有望であると推測され，今後試

験を継続し，実用化を図る．  
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