リカやスペインでは、ソー

用がほとんどないが、アメ
レンジで再加熱すると新米

米の中心まで水が浸透し、
した「 Ｎ」シリーズは、

然冷媒のアンモニアに対応

みが強くなるのも利点の一

％負荷時で従来より ％の

最適な運転を行うため、

いずれもインバーター駆動

日本ではジャムの製造、

つ。

２段スクリュ冷凍機を採用

無菌ご飯や雑穀ご飯などに

以上にモチモチとした食感

も利用されている。無菌ご

セージやハムの製造に超高

に際して資格や届け出はい

し、冷凍能力を無段階に調

らない。

が味わえる性質を利用し

しており、線巻式圧力容器

圧技術を導入して売上げを

とプレスフレーム構造によ

整することで負荷に応じて

プレッシャープロセッシン

た。高圧が還元糖の生成を

グ）超高圧処理装置フード

促進するため、より米の甘

化ビニール製の筒状の容器

伸ばしているという。

に殻つき牡蠣を入れ、海水
り強度は十分。使用や設置

飯の場合、
高圧処理により、

フレッシャー」は最大６０

付加価値品生産の高砂製作所

日本ではまだ食肉での利

を満たして密封した上で圧

圧）の水圧により食品を殺

０メガパスカル（約６千気

かける。１サイクルの作業
菌・加工する。

力機にセットし、超高圧を

牡蠣殻剥きの 実
食品の日持ち延長効果も期待
用化を機に開発
神戸製鋼所は 日、汎用圧縮機をメインとする播
磨工場（兵庫県播磨町）と高砂製作所（同高砂市）
の２工場の見学会を実施した。食品・水産加工メー
カーや食品機械・設備関係者が多数参加した。高砂
製作所では再び脚光を浴び始めた食品の超高圧処理
は約 分という。

「 Ｎ」シリーズはアン

省エネを実現している。

ワッ

ットの機種も生産している

化に成功し、冷媒漏れの心

モニアでありながら半密閉

でなくアサリの殻むきや、

による実演では、牡蠣だけ

高砂製作所のテスト装置

スカルを越えたあたりから

う。酵母菌は５００メガパ

が、生卵の風味は残ると言

ると茹で卵のように固まる

この圧力で生卵を加圧す

の高い事業に力を入れてい

業の比率が低く、付加価値

ーカーの中では最も鉄鋼事

神戸製鋼所は大手鉄鋼メ

分もここで生産している。

かい６５００」の主要な部

タンク、潜水調査船「しん

ケットや人工衛星用の球形

チタン製品としては、ロ

のゴムを練る装置や、光フ

産業機械としてはタイヤ

している。

全てのタイプを自社で製造

た「 α」シリーズと、自

のＲ４０４Ａ冷媒に対応し

オゾン層破壊係数がゼロ

している。

工業会の同会技術賞を受賞

００５年にも日本冷凍空調

同社のスクリュ冷凍機は

られる「日本機械工業連合

優秀エネルギー機器に与え

社団法人日本機械工業会の

一般に、貝の身を取り出

い。記者も実際に加圧処理

使わないので身が傷つかな

化はもちろんだが、刃物を

天井の低い食品工場には向

置ののほとんどが縦型で、

野で培ってきたが、従来装

これまでにも産業機械の分

軸、ラダーストックなどを

巨大なクランク軸プロペラ

鋳鉄鋼品部門では船舶用の

２千名以上が働いている。

くつもの工場が立ち並び、

個分の広さの敷地内にい

高砂製作所は東京ドーム

造装置も導入しており、そ

世界最大級のスクリュー製

しているが、高砂製作所で

圧縮機は播磨工場でも製造

圧縮機も製造している。

レスの分野では、高温に加

で、
１品受注生産品も多い。 このアイソスタティックプ

製造している機種は大型

熱しながら超高圧をかける

レス」
装置を製造している。

に「アイソスタティックプ

置、樹脂の混練機械、さら

ァイバーの母材の製造装

会を開催した。

後、神戸市のホテルで懇親

参会者一行は見学終了

の事業の発展にも貢献でき

代わる画期的な手法。皆様

会会長賞」を受賞した。２

インバーター制御により、

期から実現している。

縮機、
レシプロ圧縮機まで、 省エネを他社に先駆けて早

配もない。２００４年には

桃浦かき生産者合同会社
りんごの加圧も行った。り

圧力効果で破壊される。す

る。

が、播磨工場では

熱殺菌できることから、近
（宮城県石巻市）は、神戸
んごの場合、新鮮な風味を

り身はゲル化する。こうし

トまで。

年ニーズが高まっている保
製鋼所などと共同で、自動
残しながらも柔らかい食感

た物性を変化させる効果も

す作業は「むきこ」と呼ば

後のあさりを手にしてみた

かなかった。

がある。

存期間を延長する用途への
殻むき機「かき超高圧処理
になることを参加者に実証

れる熟練作業者に頼ってい

が、軽く振るだけで貝殻か

超高圧処理は食品を非加

利用が期待できる。賞味期

した。

る。

ら身が滑り落ちた。

剤など添加物の削減 酵素
を失活させる効果や食感を

ては圧延機用の各種ロール

製造している。陸用品とし

ュー圧縮機に対応できる。

の意味でほとんどのスクリ

イソスタティックプレ

や 、「 Ｃ Ｉ Ｐ （ コ ー ル ド ア

タ テ ィ ッ ク プ レ ス ）」 装 置

「ＨＩＰ（ホットアイソス

ので、
よろしくお願いする」 いことがあればグループと

いた。当社が紹介していく

「新しい技術を見ていただ

ることを期待している」と

は「超高圧は従来の加熱に

門山口貢産業機械事業部長

神戸製鋼所の機械事業部

送頻度の低減が実現でき

しかし、高圧処理をする

面白い。

る。さらに 保存料や増粘

とまるで加熱したように貝
食品用に開発したフード

しかも、神戸製鋼所はスク

ス）
」
、金属の押出しプレス

同社は超高圧処理技術を

変化させる特性を生かした

フレッシャーは横型。安全
とリアクター用シェルを中

リュー圧縮機からターボ圧

度見直すチャンスだと考

らない超高圧の技術を再

菌・滅菌ができ味が変わ

しかし、時代的に、殺

インバーター制
御省エネ冷凍機

つとなっている。

術は高砂製作所の特色の一

こうした高圧処理の高い技

技術。６００メガパスカ

うか。アメリカでは既に

と使えるのではないだろ

使われている。
小型が多く、

ち、１４００台は冷凍機に

生産は年に９４００台。う

縮機を主に製造している。

橋工業の柳井順社長は

「もし 橋工業にできな

裕社長。

中締めは福島工業の福島

挨拶した。

性はこれまで培ってきた技
心に製造している。

「ＨＰＰ超高圧処理装置

えている。既に牡蠣の殻

となるゴムを練るＢＢミ

ル、つまり大気圧の６千

オーソライズされてお

高砂製作所では４００ ワ

知られていない。

この企画の中心となった

術により高い信頼性を確保

懇親会で今後の
展開に期待の声

新食感食品の開発――など
殻が開き、貝柱と殻が簡単

見学した「ＨＰＰ（ハイ

の用途にも可能性を秘めて
に離れる。加圧能力を十分
に生かせば、殺菌効果やノ

いる。
最近では牡蠣の殻むきを

できる。

ロウイルス不活性化も期待

貝の殻むきの場合、省人

装置」を２年ほど前から開

装置を中心に紹介した。 橋工業が協力した。

３５

６千気圧を食品
用の横型で実現

iZ

と挨拶。

フ ー ド フ レ ッ シ ャ ー 」。

むきにも使われている。
播磨工場は同社では珍し

キサーや、ポリプロピレ

倍の圧力をかけることが

り、日本でも導入される

2

る」と語った。

置にも期待してい

ている。超高圧装

ルに高い評価を得

らしい。グローバ

縮機は本当にすば

コのスクリュー圧

習いたい。コベル

らしく、当社も見

るこの企画はすば

て、見ていただけ

ザーが工場に来

うがんばる。ユー

して少しでもお役に立つよ

!

!
装置などを手掛けている。

１９１４年の第一次世

超高圧装置はＨＩＰとＣ

もともとの特性である殺

い汎用型の工場で、汎用圧

途だった。

界大戦勃発時に日本海軍

ＩＰがあるが、いずれも

菌・滅菌の用途に、もっ

神戸製鋼所 楢木一秀代表取締役副社長（機械事業部門長）

の要請で高圧縮機を製造

年前から手がけてきた

食品業界に見直される時が

した。今もタイヤの原料

当社は鉄しか作ってい

ンのペレットを作る装置

時代が来ると期待する。

柳井社長

桃浦の場
合は震災の
津波で住民
が移転した
こともある
が、高齢化
によってむ
きこが減る
現状では、

力化に有望
ないと思われがちだが、

できる。一部で食品用途

貝加工の省

な装置と言

があるが大部分は工業用

ご覧いただきたいのは

を手がけている。

門があったことはあまり

鉄鋼事業より先に機械部

作業は塩

える。

右から福島社長、山口事業部長、

自動化する用途で導入事例
食品用の超高圧処理装置（写真は神戸製鋼
所のホームページから）

５０

iZ

発してきたが、今年５月に

培われてきた超高圧の技術

iZ

限や消費期限を延長できれ

2

ば、加工業者や小売の段階

７５

本格稼働を開始した。

!

の廃棄ロスを削減でき、搬

１０

１８

"

!

３０

５０

超高圧技術に再び着目
神戸製鋼所

.%/
,$"10ス
ム
イ
タ
食
冷
（第三種郵便物認可）

$"#&+#$'#).(*)/

