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森永乳業株式会社 様

おいしい の根拠を科学的に分析する
乳製品の製造工程にCFDを導入
森永乳業では製造装置や工程の開発・改良、製造環境の管理などに
CFD解析を活用している。今まで経験で作られてきた装置を科学的な
視点から分析し直すことで、新たな知見や発見が日々生まれていると
いう。
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森永乳業は、一般向けまたは業務用の乳製品を中心とした商品
を開発、製造する会社だ。そのラインナップは各種飲料やヨーグ
ルト、アイスクリームなどのデザートと幅広い。身近にみられるマ
ウントレーニア カフェラッテやビヒダスヨーグルト、アロエヨーグル
ト、アイスクリームのピノやパルムも同社の製品だ（写真1）。ま
た牛乳、チーズ、乳児用の粉ミルクなどの乳製品や、ビフィズス菌、
ラクトフェリンなどの機能性素材も手掛ける。コーポレートスロー
ガンは「 おいしい をデザインする」。このために独自の技術を
結集し、常においしく、安心、安全、高品質な商品を追求している。
これらの製品を作るためにはそれぞれの目的に合った様々な機械
や設備が必要だ。同社では商品をより効率よく、安全に生産するた
めに、社内で装置や設備に関する研究開発を行っている。その設計・
開発を手掛けているのが、森永乳業の研究所の一つである装置開
発研究所である。

写真1 森永乳業の商品一例

例えば新商品の開発のために新しい装置が必要となった場合は、自社で装置を設計したり、関連会社と協力して製作したりすることもある。
また、新しい装置を導入して自社の生産ラインに組み込むための様々なチェックを行うといった作業も含まれる。取り組む研究分野は食品
工学にはじまり、生産プロセス技術や製造技術など多岐にわたる。これまでに、直接生産にかかわる超高温滅菌装置や無菌バルブといった
機器から、各種の自動検査装置まで幅広い装置を開発してきた。とくに低濃度塩素水の特性を食品製造工程に活用する微酸性電解水製造
装置「ピュアスター」は日本食品工学会賞技術賞を受賞するなど注目を集めている。
食品製造で一番重要視されることの1つが衛生、殺菌に関する事項だ。冷蔵で2週間持つ製品と常
温で3カ月持つ製品では、殺菌の方法やレベルは変わってくる。
ほかにも粉末製品は作る際の乾燥する技術、ヨーグルトには発酵技術、アイスクリームなら冷凍技
術に対する理解も必要だ。そういった装置の開発には流体力学が密接にかかわってくる。これらの開
発は従来、経験や教科書的な発想で行なわれてきたが、数年前からCFDを活用し始めていると森永
乳業 装置開発研究所 マネージャーの宮本哲夫氏（写真2）は言う。

クリームの拡販にCFDを適用、パティシエの納得する品質を
写真2 装置開発研究所 マネージャー
博士（工学）宮本 哲夫 氏

SCRYU/Tetra®は2008年ごろに導入され、宮本氏は2010年ごろから使い始めた。ちょうど当時、森
永乳業として科学的なアプローチからよい製品をつくりたいという方針が上がっていた。今までは主
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図1 実験装置の概略図（翼1）
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図4 r-z断面における温度分布
（翼1、θ = 0°, t=600s）
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図5 壁面熱流束分布とr-θ断面における温度分布
（翼1、z = 0.14m, t=600s）
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図6 壁面およびr-θ断面におけるせん断応力分布
（翼2と翼3）

関連製品のご紹介

®
SCRYU/Tetra®は複雑な形状の熱流体解析を簡便に行うことをコンセプトに設計した
ソフトウェアです。多くのCADネイティブデータを含む形状データに対応するイン
ターフェースを備えており、条件設定においても、ウィザードに従い、対話形式で
設定していくだけとなっています。また、従来難しいとされていたメッシュ作成に
おいても、自動化、高速化などさまざまな工夫が施されたメッシャーを有しており、
初心者の方から解析専任者の方まで、多くの方にご利用頂けます。

● この記事に関するお問い合わせは下記まで。
株式会社ソフトウェアクレイドル
本社
〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ

Tel: 06-6343-5641 Fax: 06-6343-5580
東京支社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

Tel: 03-5435-5641 Fax: 03-5435-5645
Email: info@cradle.co.jp
Web: www.cradle.co.jp
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