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現在に至る

超高圧殺菌を伴う微細氷生成方法の食品分野への応用に関する研究
Study on the application to the food field of micro ice crystals
with an ultra-high pressure sterilization
Ice slurry is a mixture of fine ice particles and liquid water, and is utilized in ice storage systems
owing to its good flow-ability and large latent heat of fusion. Recently, ice slurry has attracted a
great deal of attention not only as a cold source for air conditioning, but also as a coolant in direct
contact cooling. The ice slurry, which is made from seawater, is used for cold storage materials
as a direct contact coolant. For example, a cooling method for fresh fish using ice slurry has been
proposed. Additionally, because it has advantages of high fluidity and adhesion characteristics, ice
slurry is expected to be used as a hypothermic coolant to suppress the biological reaction of organs
during surgery. Various methods have been suggested for the generation of ice slurry. The most
widely used is a scraper-type method that requires a large amount of power to scratch the ice layer.
Furthermore, periodic maintenance of the equipment is required. Alternatively, a supercooling
method needs highly precise temperature control in order to prevent solidification in the device.
Moreover, the conventional methods of making ice slurry usually employ an antifreeze solution
of glycol, or a sodium chloride solution such as seawater. Therefore, application to the food field,
where there is direct contact, is difficult.
Based on this background, in the present study we focused on new ice slurry generation methods
using the pressure shift freezing (PSF) method, which utilizes the freezing-point depression of the
1

solution that occurs under high-pressure conditions. In particular, in order to understand the basic
characteristics of the sequential ice slurry generator, experimental investigations were conducted
using a sodium chloride solution, ethanol solution, and deionized water as test fluids. As a result,
the shape of the ice particles in the ice slurry, relationships between the ice-packing factor (IPF),
and the degree of supercooling were clarified.

1 . はじめに
微細な氷結晶を含む氷スラリーは、氷の融解潜熱を利用できる高密度の蓄熱技術、いわゆる氷蓄熱
システム（エコアイス）として利用されていおり、これまで昼夜間の電力供給格差問題の是正に大きな役
割を担っている。一方、近年、食品の安心・安全が重要視される中、HACCP（ハサップ）を始めとする
様々な食品の品質管理法が導入されている。これに伴い「食品の温度管理・温度制御技術」の重要
性が増している。中でも鮮魚を含む生鮮食品の保冷材として氷スラリー
（シャーベット状氷）の有用性が
明らかになっている。例えば生鮮品の保冷技術分野において、海水をベースとする氷スラリーを用いた
鮮魚保冷方法が提案されている（ 1 ）。これは高い流動性を有する氷スラリーが保冷物を覆い包むため、
表面を傷つけることなく、かつ冷却むらが生じないなど、これまで主流であったキュービック状氷による保
冷方法に比べて多くの利点を有しており、鮮魚の高付加価値化に寄与している。さらに医療分野にお
いても氷スラリーは、直接接触型の保冷剤として期待されている。例えば腹腔内の冷却低体温法では、
手術中の臓器の生体反応を抑制する目的から、砕氷した氷片を利用（ 2 ）しているが、これを流動性、密
着性が高い氷スラリーに代替することにより、高い保冷効果が期待できる。これまで氷スラリーの生成に
関しては、様々な方法および装置が提案されている。中でも掻き取り方法は、氷片の掻き取りに要する
大きな動力や掻き取り刃の定期的なメンテナンスの必要性が大きな課題となっている。また過冷却方法
は、比較的大きなプラントにおいて実用化されているが、高精度の温度制御技術が必須とされている。
さらに従来方法によって生成される氷スラリーの多くは、グリコール系の不凍液（ブライン）
、あるいは海
水濃度程度の塩化ナトリウム水溶液を用いており、鮮魚以外の生鮮食品や生体組織に直接接触するよ
うな利用には適さない。
このような現状を踏まえて本研究は、掻き取り刃のような可動部を必要とせず、圧力と温度制御のみ
によって氷スラリーを生成する新たな装置の開発に取り組んでいる。特に医療分野への応用を考慮し、
低溶液濃度水溶液、いわゆる生理食塩水を用いることが可能な氷スラリー生成方法および装置の開発
を目的としている。
一方、従来より食品加工分野の基礎的研究として、圧力移動凍結法（ Pressure shift freezing：以
下、PSF）
と呼ばれる凍結方法が注目されている。これまで、寒天（3）、豆腐（4）、および魚介類（5）を対象
とした凍結試験が行われており、高い過冷却状態からの急速凝固を可能にする技術として紹介されて
いる。しかしながらPSF には、超高圧耐性の装置を必要とするため、小型装置を用いた回分試験のみ
の研究に留まっており、実用化に至っていないのが現状である。
ここで、PSF の概略を水の圧力−温度相図（図 1 ）を用いて説明する。一般に水および水溶液の
凝固点は、圧力の上昇に伴い低下することがよく知られている。そこで、まず溶液を加圧する（図 1 の
① → ②）。引き続き、大気圧状態における平衡凍結温度以下まで冷却し、保持する（③）。この時、
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加圧された溶液の平衡凍結温度は、保
持温度より低くなるため対象溶液は液相
の状態を維持する。次に、加圧状態から
大気圧へ減圧すると（③ → ④）、溶液は
一転して過冷却状態となり、凝固を開始
する（④）。ここで対象液体に水溶液を用
いることにより、氷スラリーを生成すること
ができる。
以上のような状況を踏まえて、本研究
は、氷スラリーの連続生成装置の基本特
性を把握するため、塩化ナトリウム水溶液
及びエタノール水溶液を用いた氷スラリー
生成実験を行い、その生成特性におよぼ

Fig . 1 S
 chematic diagram of pressure-temperature
phase diagram.

す諸条件の影響について明らかにした。

2 . 実験装置および方法
2 . 1 実験装置
図 2 に実験装置の系統図を示す。装置は氷スラリー生成部、試験溶液の加圧送水用ポンプ、圧力
計、送水配管の冷却を目的とした熱交換水槽を含む冷却水循環系、圧力開放バルブ、および各種測
定機器より構成されている。氷スラリー生成部は、0 ℃近傍に温度制御したガラス製シャーレに配管ノ
ズルより試験溶液が供給できる様になっている。図 3 に生成部に供給される試験溶液（過冷却液体）と
シャーレ上に生成される氷スラリーの写真を示す。加圧送水用ポンプには、プランジャーポンプ（最大圧
力 P=30MPa 、最大流量 18.0ml /min ）を使用しており、送水用配管には内径 1.9mm 、外径 3.2mm
のステンレスパイプ（耐圧50MPa 以上）を用いている。同様に配管継手およびバルブも耐圧品を用いて
いる。熱交換用水槽は、冷却水循環装置と接続されており、冷却ブラインには30wt％濃度のプロピレン
グリコール水溶液（凝固点 Te=−15 ℃）を用いている。配管ノズル部の直前には、圧力開放バルブ（最
大設定圧力 P=46MPa ）が設置されており、配管内圧力が設定圧力を超えた時のみ、溶液が排出さ
れる。各部の温度は K 型熱電対（ 0.3mm ）を用いて測定している。温度測定箇所はブライン供給タン
クに1 箇所、溶液温度測定用として流入出管表面に各 1 箇所設置している。本実験では、流出用配管
表面に設置した熱電対の値を溶液温度（Tf ）としている。なお配管の外壁温度と溶液温度の差は、事
前の温度測定試験により、0.4 ℃以内で一致することを確かめている。また実験装置は、周囲への熱損
失を防ぐため、熱交換用水槽から配管ノズル部直前までを、断熱材で覆っている。本報告では、主に
氷スラリーの氷充填率（Ice packing factor：以下、IPF ）
、試験溶液の濃度変化、および氷スラリーの
粒子形状等について実験的検討を行った。なお、IPF は、デュワー瓶を用いた熱量法により氷の潜熱
量を算出し、氷量を推定した。溶液濃度は、塩分濃度屈折率計を用いて測定した。
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Fig . 2 Schematic diagram of experimental apparatus.

Fig . 3 Behavior of ice slurry generation.

2 . 2 実験方法
実験は、加圧送水ポンプを作動し、配管内を試験溶液で満たした後、圧力開放バルブの設定圧力
を調整することで、配管ノズルから排出される溶液の圧力と流量を調整している。同時に温度設定され
た冷却ブラインを熱交換用水槽内に送水し、強制対流熱伝達により送水用配管を冷却する。送水溶液
の温度が設定温度に達したのを確認した後、0 ℃近傍に温度制御されたシャーレを用いて溶液を受け、
シャーレ上で生成する氷スラリーを確認する。
本実験条件の範囲は、最大付加圧力は 30MPa 、生成部内温度は−2 ～−6 ℃である。試験液体
は蒸留水に塩化ナトリウム及びエタノールを溶解した水溶液を用いている。各水溶液濃度は 0.9 、およ
び 3.0wt ％である。ここで熱量法による氷スラリーの IPF 測定に関して、純氷片を試料として精度検定
を行った結果、測定精度は±8.0 ％であった。また溶液濃度の精度は、屈折率計の最小目盛の値より、
±0.05％である。

3 . 実験結果および考察
3 . 1 過冷却度と氷充填率の関係
過冷却凝固過程において、溶液の顕熱が氷生成のための潜熱に利用されるとした場合、生成され
る氷量と過冷却度の関係は、以下の熱バランス式で表すことができる。
（1）
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ここで、m f 、m i は、それぞれ溶液と氷の質量、C p_f
は溶液の比熱、L は氷の潜熱である。ΔTsup は過冷
却度であり、大気圧下における平衡凍結温度と溶液
温度の差を意味する。図 4 に過冷却度とIPF の関
係を示す。横軸は過冷却度であり、大気圧下におけ
る各溶液濃度の平衡凍結温度とノズルより排出され
る溶液温度との差である。図中には、式（ 1 ）で得ら
れる理論氷量より算出した IPF 値を同時に示す。図
より、いずれの溶液濃度においても、過冷却度の増
加に伴い、IPF が増加する傾向を示しており、理論
値と同様の傾向を示していることが分かる。また実
験値は、C=0.9wt％の場合、理論値の±10％以内、
C=3.0wt ％の場合、理論値の±15 ％以内に分布す
る結果となった。

Fig . 4 C
 omparison between theoretical results
and experimental results on ice packing
factor.

3 . 2 氷スラリーの氷粒径
図 5にエタノール水溶液濃度0.9wt％、過冷却度（Tsup ）
（ a）0.5K 、
（b）2.5Kにおいて生成した氷ス
ラリーの顕微鏡写真を示す。過冷却度が低い場合（ a ）
、氷結晶は , 不規則な多角形状を示しており、
比較的大きな結晶が得られることが分かる。一方、過冷却度が高い場合（ b ）、氷粒は概ね球形状と
なり、極めて微細な結晶が生成されていることが分かる。従来、PSF 法を利用した各種凍結実験の結
果、高い過冷却状態からの急速凝固を実現できるため、大気圧下で凍結させた場合に比べて、氷結
晶の粒径が小さくなるとの報告がある。図 6 に顕微鏡観察画像を基に画像解析によって得られた氷粒
子の粒子寸法分布を示す。なお多角形を示す氷結晶に対しては、長軸方向の長さを代表寸法として
いる。図より過冷却度が増加するほど平均粒子寸法が小さく、かつ分布が狭くなるのが分かる。

0.5mm

Fig . 5 Ice particle of generated ice slurry at 1.0wt% ethanol solution
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Fig . 6 Ice particle size distribution at 1.0wt% ethanol solution

3 . 3 氷スラリー生成装置の COP
本装置の理論的なシステムCOPを式（2）で算出した。
（2）
Q sl は、生成された氷スラリーの氷の潜熱量を示し、W は循環冷水システムおよびプランジャーポンプの
消費電力を示す。ここで Q sl は、式（3）を用いて導出した。
（3）
COP は、循環冷水システムの作動流体の温度を−4.5 ℃、および供給する試験液体の初期温度を
20 ℃で一定に保持した定常状態での評価を行った。結果として、連続生成装置のシステムCOP は 5.1
となった。

結

言

低濃度水溶液の利用が可能な氷スラリーの連続生成法として Pressure shift freezing を採用し、
氷スラリー生成に係わる各種パラメータの影響について検討した結果、本研究の範囲内で以下のこと
が明らかになった。
（1 ）PSFによる氷スラリーの連続生成装置を作製し、その基本特性を明らかにした。
（2 ）氷スラリーの IPF は、付加圧力及び溶液温度の調整により設定できることを示した。
（3 ）氷スラリーの氷粒形状は、過冷却度が高いほど、微細かつ球形状に成ることが分かった。
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今後、上述の氷スラリー生成装置の完成を踏まえて、大量の氷スラリーが生成可能な装置の開発に
取組む予定である。最後に、本研究の遂行にあたり、アサヒグループ学術振興財団の研究助成を有効
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