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制御された粉体- 食品産業におけるバルク材料の移送 

VOLKMANN GmbH • Dipl.-Ing. B.Eng.(Hons.) Thomas Ramme 
 

食品業界の約75％は、固体の形で処理されます。それらは、

細かい粉砂糖、チョコレート粒、錠剤、より粗いフレーク

やペレット（ペットフードなど）までさまざまです。肉の

ベーコンの塊や立方体でさえ、今日では真空でうまく搬送

されています。 

これらのさまざまな粉体とバルク材料は、自然の粒子サイ

ズと形状、残留湿度、脂肪含有量、およびかさ比重が大き

く変化する可能性があるため、搬送中に非常に異なる挙動

を示します。仕様では、AからBへの安全な搬送だけでなく、

多くの場合、さまざまな固形物の正確な切り出しも必要で

す。次のホワイトペーパーは、食品製造現場で使用される

場合のVolkmannの粉体処理装置のさまざまな利点を反映し

ています。 

数十年の経験 

搬送及び切り出しシステムを設計する際は、この環境で数十年二

わたって関わっており、適切な技術センターがある供給者のノウ

ハウと経験に基づいて、新しい発見が独自の研究、開発、生産に

直接反映されるようにする必要があります。さらに、食品業界の

要求は絶えず高まっています。材料の移動には、粉塵の発生がな

く、汚染を回避する必要があります。ますます厳しくなる衛生規

制により、バキュームコンベアーシステムの利点がますます前面

に出てきています。 

 
Example: conveying of seeds 

以前は、スクリューやバケットエレベータなどの機械式コンベア

ーシステムを使用できましたが、現在、これらは衛生要件を満た

していないため、交換する必要があります。食品製造におけるほ

とんどが有機粉末であり、非常に微細であるだけでなく、コーン

スターチなどは最小着火エネルギー（MIE）が非常に低いため、

別の側面があります。それは防爆（ATEX）です。 

Information on explosion-safe 

bulk material transfer 

着火源の回避 

従来の機械式コンベアーシステムには、当然のことながら、摩擦

熱、摩耗、およびその結果としての機械的な火花の発生など、多

くの着火の危険性がありますが、機能に関連した電気的な火花の

発生もあります。 

 
 
 
 
 
 

材料フローのアラカルト 
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https://volkmann.info/wp-content/uploads/2020/10/FREE-USE-NO-YOUTUBE-Pop-Vriend-Seeds-final_bearb_low.mov
https://uk.volkmann.info/products-solutions/expolosion-risk-prevention-atex/
https://uk.volkmann.info/products-solutions/expolosion-risk-prevention-atex/
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最大-910mｍbarの高い到達真空度により、「高密度輸送」およ

び「プラグ輸送」の領域も達成できます。これにより、吸引（搬

送）ラインでの製品速度がさらに低下し、輸送がさらに穏やかに

なります。これは、コーティングされた糖衣錠、カプセル、また

は錠剤を非破壊的に運ぶためにも適しています。 

 
>> Inquiry form 

 

 
機械式スクリューコンベアーの場合、搬送された製品は、製

品の供給場所では粉塵爆発のない「一貫性」にある可能性が

ありますが、スクリューの先端では、製品は、ミキサーやサ

イロ（排出場所）などのより広いスペースに供給されること

が多く、一度に粉塵が発生します。古典的な例はグラニュー

糖で、粒子サイズが500µmを超える製品投入では粉塵爆発が

発生しないと評価されています。しかし、スクリューの金属

らせん部を介して輸送された後、それは非常に強く粉砕され

ているため、微粉が製品の排出場所にたくさん存在します。

平均粒径が500µmをはるかに下回るため、粉塵爆発が発生す

る可能性があります。 

 
Expert forum for explosion protection, 

ATEX and powder transport 

このトピックに関するもう1つの重要な側面は、完成した混

合粉の搬送と投入に関して重要です。とりわけ、これは通常、

最終製品であるため、包装機または充填機の投入に関しては

よくあることです。したがって、搬送は梱包前の最終ステッ

プです。これらの食品混合粉が高速で運ばれると、細かい部

分が粗い部分から分級するリスクがあります。ここでも、ゆ

っくりと穏やかな高密度搬送により、混合比が維持され、エ

ンドユーザーがインスタントスープなどの組成の違いに気付

かないことが保証されます。同様に、凍結乾燥されたインス

タントコーヒーは、長年にわたって真空で非常にうまく運ば

れてきました。搬送および投入テストは、搬送能力と投入精

度を決定するのに役立つだけでなく、代表的なサンプリング

を通じて、真空搬送による分級が発生しないことが証明され

ています。 

 

標準のVolkmannバキュームコンベアーには「搬送状態」での

13項目の知られている発火源はありません。ATEX規制で説

明されている条件下で残っている可能性のある唯一の発火源

「静電気」は、安全なアース接地とEUタイプの試験成績書で

検証された考えられた構造によって制御できます。 

穏やかで分級のない搬送  

上記のスクリューコンベアー内の金属らせん部の強い摩擦は、

製品の流れに回転部品がないため、バキュームコンベアーシ

ステムでは発生しません。「空気のみ」（または別のガス）

での搬送は、機械的な輸送よりも穏やかです。さらに、使用

されるマルチジェクター真空ポンプは、着火源がないため、

早い流れでのいわゆる「低密度搬送」を可能にするだけでは

ありません。 

„Click“ for further 

details 

https://uk.volkmann.info/wp-content/uploads/2021/06/VOLKMANN_Matspezi_06-2020_Formular_EN.pdf
https://uk.volkmann.info/applications-showcases/atex-seminar/
https://uk.volkmann.info/applications-showcases/atex-seminar/
https://uk.volkmann.info/conveying-coffee-beans/
https://uk.volkmann.info/conveying-coffee-beans/
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原料から包装まで 

今日では、小規模な食品工場でも、人々は粉末と固形物の搬

送を自動化し始めています。試運転と実験の段階では、はし

ごの上に立ってパン粉の袋を空にすることは確かに問題あり

ませんが、この取り扱いは健康と安全の観点から恒久的な状

態であってはなりません。統合された集塵と接続されたバキ

ュームコンベアーを備えた袋/フレコンバッグ排出ステーショ

ンは、この問題を的確に解決します。 

 
This is how the breading comes on the fish 

 

焼き菓子の材料搬送 

真空による単純な輸送に加えて、バキュームコンベアーはモ

ジュールを拡張して、高度な自動化を備えた複雑な投入およ

び混合ラインを作ることができます。この特定の例では、砂

糖、塩、でんぷん、小麦粉などの典型的な焼き菓子の原料、

そしてもちろん機密性の理由で言及されていない、いくつか

の典型的な材料を扱います。 

 

ただし、天然素材としての流動挙動は現在の原料供給者に

大きく依存しているため、多くの場合に手ごわい成分です。

それはブリッジを形成する傾向があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1000kg/hまでの要求の搬送能力だけでなく、1％未満の必要な

高い投入精度を達成するために、既存のミキサーは6つの異なる

原料を直接充填できないことが明らかになりました。特に、ミキ

サーの上の8メートルの高さの中二階のスペースが限られている

ためです。これは、SoestのVolkmannテストセンターで実施さ

れた大規模な試験中になされた結論の1つでした。 

 

同時に、テストでは、最初に6つの異なる原料を事前に混合す

ることが搬送の観点から有効であることが示されました。正

確なレシピを計量するだけでなく、流動性の低い原材料と流

動性の高い原材料を制御して事前混合することにより、安定

した搬送プロセスを実現します。 

これを行うために、6つの異なる原料は、最初に、統合された

集塵機能を備えた6つの個別の袋排出ステーションに供給され

ます。バルク材料の特性に応じて、これらの袋排出ステーシ

ョンには、固まり破砕ブレーカー、バイブレーター、攪拌装

置、流動化装置、またはメッシュの網が装備されています。

さらに、将来的に焼き菓子の生産量をさらに増やす場合は、

後で簡単にラインを拡張して、大きなフレコンバッグを吊る

すステーションを追加することができます。 

 

>> Inquiry form 

 
上記の袋排出ステーションから、原材料は最初に6台のバキュー

ムコンベアーによって中央の収集ポイントに運ばれます。バキュ

ームコンベアーは、この収集ポイントの周りに星型に配置されて

います。 

 

製法に従って投入するために、各バキュームコンベアーの下

に計量するVolkmann振動フィーダーがあります。 これらの

6つの振動フィーダーは、プレミックスが作成される中間ホ

ッパー（収集ポイント）の中央にある星型で終わります。そ

の結果、個々の振動フィーダーは、原材料をこの中間容器に

入れてグラム単位に供給することができます。貴重な生産時

間を節約するために、6つの異なる原材料すべてを同時に中

間ホッパーに供給することができます。 

 

https://volkmann.info/wp-content/uploads/2020/10/Seafish-NL-Video-bearb_low.mp4
https://uk.volkmann.info/wp-content/uploads/2021/06/VOLKMANN_Matspezi_06-2020_Formular_EN.pdf
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同時に、投入中に、異なる成分の混合比が調整され、容易に

安定した全体的な混合物が作成されます。計量された振動フ

ィーダーの周波数を調整することができます。つまり、投与

する総量を設定できるだけでなく、どの時間枠で材料を提供

するかを設定することもできます。このようにして、6つの

振動フィーダーすべてとの同時に相互で定義されたプレミッ

クスが作成されます。 

 

プレミックスコンテナ/ホッパーも、制御目的でロードセルが

配置されています。これにより、個々のコンポーネントの合

計が実際にバッチの目的の総重量に達することが保証されま

す。 

 

これで、このバッチを最終ミキサーに搬送する準備が整いま

した。これに必要なのはバキュームコンベアーだけです。バ

キュームコンベアーは、プレミックスを穏やかに、分級する

ことなく、必要な高い搬送能力で搬送します。この場合、ミ

キサーの設置により、搬送距離は30ｍ、搬送高さは8ｍにな

ります。この側面と、材料の流れの完全な文書化が望まれる

という事実は、バキュームコンベアーのさらなるモジュール

式の変更につながります。 

バキュームコンベアーはCONWEIGHシステムとして構成さ

れています。つまり、レシーバー（コンベアー本体）はロー

ドセルに取り付けられており、頑丈なフレームを介して異常

な外からの力が排除されます。 

 
More about CONWEIGH 

 
 
 
 
 

 
Mushroom conveying in fluid 

 
 

プロセス分析 

確かに、すべてのプロセスで正確に進める必要はありません。

多くの場合、1点でのみ計量するだけで十分です。原則とし

て、製品は、製品供給（フレコンバッグ排出ステーションな

ど）で、またはバキュームコンベアー自体（CONWEIGH）

でバッチ式に、またはVolkmann振動フィーダーまたはターゲ

ットコンテナー（ドラムなど）で連続的に計量できます。す

べての場合、バキュームコンベアーの制御と正しく接続する

ことが重要です。個々のケースに最適な方法は、プロセス全

体を正確に把握し、必要なバッチサイズ、投入精度、および

搬送能力を考慮してのみ評価できます。実際には、優先順位

は常に少し異なります。あるケースでは、±1グラムの投与精

度を達成する必要があります。これは、計量されたVolkmann

振動フィーダーで可能ですが、同時に2t/hを投与することは

できません。別のケースでは、搬送速度は6t/hである必要が

ありますが、5％の投与精度で十分でした。さらに必要に応じ

て、必要なバッチ重量に正確に一致させるために、搬送プロ

セスの終わりに向かって材料のフローを薄くすることができ

ます（微量投入）。製法の管理を使用して、混合機にどの粉

体が送られているかをいつでも制御できます。 

 

関連するVolkmannの制御は、レシーバー（バキュームコンベ

アー）から排出されて最終的な混合プロセスに入る計量され

た材料のみが記録されるようにプログラムされています。さ

らに必要に応じて、必要なバッチ重量に正確に一致させるた

めに、搬送プロセスの終了に向かって材料の流れを薄くする

ことができます（微量投入）。製法の管理を使用して、ミキ

サーにどの粉体が送られているかをいつでも制御できます。 

 

 

 
Information about vibratory feeders 

https://uk.volkmann.info/products-solutions/products/weighing-and-dosing-systems/
https://www.youtube.com/watch?v=wJCsQxeWErc
https://uk.volkmann.info/vibrating-dosing-feeder/
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洗浄 

原則として、バキュームコンベアーは、乾式および湿式の両方の

洗浄のために、工具なしで簡単に分解および洗浄できるように設

計することができます。標準的な方法は、依然としてCOP（製

造場所の外での清掃）です。これらのバキュームコンベアーは、

製品が頻繁に変更されるアプリケーションにも適しています。搬

送された製品と接触する構成部品は、わずか数ステップで製品と

接触しない構成部品から分離されます。 

 

搬送ラインの洗浄または前洗浄のために、実際の粉末搬送後に適

切なスポンジピグをパイプ内に吸引させることもできます。マル

チジェクターポンプの便利な高真空により、ピグがラインに詰ま

ることはありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
より大規模で複雑なシステムでは、一方でWIPとCIPが使用で

きます。製薬業界の既存のアプリケーションに基づいて、

SIP（蒸気滅菌）ソリューションも可能です。 

 

示されているさまざまな粉体処理ソリューション、およびそ

れらのモジュール構造と特性により、食品業界のさまざまな

プロセスと条件に適応できます。包括的で専門的なコンサル

ティングに加えて、Volkmannテストセンターまたはオンサイ

トで実施される有効な搬送テストを推奨しています。 

 

 
 

Containment, WIP, CIP, SIP 

 

 
自動化への一般的な傾向が、粉体およびバルク材料搬送を行

う食品業界で、どの程度普及し続けるかを確認することは、

今後もエキサイティングなことです。 

 
>> Inquiry form 
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https://uk.volkmann.info/handling-of-critical-and-toxic-powders-containment/
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