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論

医薬品の注射剤開発では、水溶液中で不安定な有効成分を安定化し、長期の有効
期限を保証する製造方法の一つとして凍結乾燥法が汎用される。凍結乾燥は、凍結、
一次乾燥、ならびに二次乾燥の 3 種類の工程に大別される。凍結工程はバイアルに
充填した薬液を凍結し、約−40°C まで冷却する工程である。一次乾燥工程は、凍結
した薬液から氷を真空下で昇華により除去する工程であり、固体状態の凍結乾燥
ケーキが形成される。二次乾燥工程は、凍結乾燥ケーキ中に残留する水分を除去す
る工程である。
一次乾燥は、氷の昇華潜熱により低温状態で乾燥する工程である。一例として、
10 w/v%精製白糖水溶液の凍結乾燥チャートを Fig. 1 に示す。10 w/v%精製白糖水溶
液が凍結した後、凍結乾燥装置の庫内を真空化し、棚温度が上昇することで (A) ～
(B) の期間に品温は急激に上昇する。しかし、真空下では氷の昇華潜熱が生じ、バ
イアル内の凍結層が冷却されるため、品温は棚温度に追従しない。棚温度が一定値
となる (B) ～ (C) の期間に品温はほぼ一定値となり、この時点で品温最大値を示
す。氷の昇華がほとんど終了する (C) ～ (D) の期間では、氷の昇華潜熱が減少す
ることで品温が急激に上昇し、棚温度付近の一定温度となる (D) の時点で一次乾燥
は終了する。また、(B) ～ (C) の期間で凍結層の品温最大値が薬液固有の崩壊温度
を超えた場合、氷は凍結状態を維持するものの、凍結層中に有効成分と添加剤が高
濃度で存在する最大濃縮相の粘度が低下し、ガラス状態から水溶液状態に変化する
1-4)

。その結果として、凍結乾燥ケーキのマクロ構造が失われ、製品の外観劣化や保

存安定性の低下を生じることがある。この凍結乾燥ケーキの崩壊を回避するため、
一次乾燥の品温最大値が薬液固有の崩壊温度以下となるよう棚温度ならびに庫内圧
力が設定されている。一方、凍結乾燥法による製造は一般的に数日間を要し、水性
注射剤の製造法と比較して製造コストが高いことから、凍結乾燥の製造時間を短縮
することは工業化研究において重要な課題である。特に、凍結、一次乾燥、ならび
に二次乾燥のうち、工程時間の最も長い一次乾燥時間を最小化することが総凍結乾
燥時間の短縮に最も有効である。したがって、一次乾燥では品温最大値を崩壊温度
以下に維持し、且つ最短の一次乾燥時間となるよう最適な棚温度ならびに庫内圧力
が設定される。このような最適な一次乾燥条件を設定するため、過去の経験や知識
を参考に試行錯誤による検討が行われており、多くのヒューマンリソースや長期間
1

の検討を要することが課題である。
一次乾燥の昇華現象を数学的に解析する研究は古くから行われており

5-10)

、1980

年代前半には Pikal らが熱伝達から昇華までの一連のプロセスを数学的に解析する
一次乾燥モデル“Heat and mass transfer model”を提案した 11)。近年では、一次乾燥モ
デルを応用したシミュレーションプログラムとして Passage / Freeze drying software
や SCANPT program などが開発されており、凍結乾燥の実験で薬液の乾燥層・バイ
アル水蒸気移動抵抗値（圧力抵抗）を予め求めることで、品温プロファイルが予測
されている

12-14)

。このような一次乾燥シミュレーションプログラムを用いて品温プ

ロファイルが高精度に予測できれば、試行錯誤に検討を行うことなく、最適な一次
乾燥条件を設定することができる。しかし、一次乾燥の品温プロファイルを高精度
に予測するシミュレーションプログラムはほとんど検討されておらず、その予測誤
差が生じる原因も十分にわかっていない。本研究では、品温プロファイルの予測誤
差が不正確な乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値により生じると推定し、品温プロ
ファイルの予測精度との関係を検討した。さらに、乾燥層・バイアル水蒸気移動抵
抗値を正確に予測する手法を開発することで、種々の棚温度と庫内圧力における品
温最大値ならびに一次乾燥時間を高精度で予測する一次乾燥シミュレーションプロ
グラムの開発を試みた。
二次乾燥は、一次乾燥以上の棚温度に設定し、一次乾燥後の凍結乾燥ケーキ中に
残留する水分を除去する工程である 15)。凍結乾燥製剤の水分含量は保存安定性に影
響を及ぼし、多くの凍結乾燥製剤では水分含量を 1%以下まで低減することで高い保
存安定性を示すことが知られている

16,17)

。一方、抗体やタンパク質の生物学的製剤

では水分含量が 1～3%のときに安定性が向上した事例も報告されている 18-21)。その
ため、二次乾燥では、製剤毎に優れた安定性を示す水分含量まで乾燥する検討が行
われている。また、二次乾燥の脱湿速度は、棚温度や乾燥時間ばかりでなく、凍結
乾燥製剤の処方に依存することも知られている 22)。したがって、二次乾燥で目標と
する水分含量まで乾燥するため、凍結乾燥製剤の処方毎に実験を行い、最適な棚温
度や乾燥時間が検討されているのが現状である。凍結乾燥製剤の水分含量を予測す
る二次乾燥シミュレーションプログラムが開発できれば、試行錯誤による検討期間
を短縮し、保存安定性の優れた水分含量となる棚温度ならびに乾燥時間を迅速に設
定することが可能となる。しかし、医薬品の分野では、種々の棚温度ならびに乾燥
時間で水分含量を予測するシミュレーションプログラムはこれまでほとんど検討さ
2

れていない。また、二次乾燥における脱湿機構は完全には解明されておらず、凍結
乾燥ケーキの微細粒子中の水分子の拡散あるいは微細粒子表面からの水分蒸発のい
ずれが脱湿の律速段階かは未だ明らかとなっていない 23,24)。一方、食品の分野では、
フィックの第二法則より導かれた簡易式（以下、フィックの拡散式）に基づいて乾
燥時の水分プロファイルをフィッティングする研究が行われている

25,26)

。本研究で

は、二次乾燥における凍結乾燥ケーキ中の水分含量を予測することを目的として、
二次乾燥の脱湿の律速段階を凍結乾燥ケーキの微細構造における水分子の拡散と仮
定し、フィックの拡散式を適用した二次乾燥シミュレーションプログラムの開発を
試みた。
以上の背景に基づき、第 1 章では、既存の一次乾燥モデルを参考にシミュレーショ
ンを行い、品温最大値ならびに一次乾燥時間の予測精度を検討した。また、乾燥層・
バイアル水蒸気移動抵抗値が品温の予測誤差に与える影響を検討した。第 2 章では、
種々の棚温度と庫内圧力で乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を予測する計算手法
を検討し、新たな一次乾燥シミュレーションプログラムを開発することで、品温最
大値ならびに一次乾燥時間の予測精度を改善した。さらに、一次乾燥の品温最大値
を崩壊温度以下に維持し、最短の乾燥時間となると予測された一次乾燥条件で凍結
乾燥を実施し、検証を行った。第 3 章では、凍結乾燥製剤の水分含量を予測する二
次乾燥シミュレーションプログラムを開発し、その予測性能を検討した。

3
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第1章

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値がもたらす一次乾燥シミュレーション
の予測誤差に関する研究

第1節

小序

一次乾燥の品温最大値を薬液固有の崩壊温度以下に維持し、最短の一次乾燥時間
となる棚温度ならびに庫内圧力を設定するため、試行錯誤の検討が行われている。
シミュレーション技術で品温最大値ならびに一次乾燥時間を予測することができれ
ば、最適な棚温度と庫内圧力を迅速に設定することができる。また、品温最大値と
一次乾燥時間は、凍結乾燥装置の棚上位置により異なることが知られている 27)。棚
上の端部ならびに中央部に置かれたバイアルの位置を Fig. 2 と Fig. 3 に示す。棚端
部に存在するバイアルは、バイアルを囲むステンレス製の枠からの熱伝達ならびに
庫壁からの輻射による熱伝達の影響を受けるため、同一棚上で最も高い品温最大値
を示す 28)。一方、棚中央部に存在するバイアルはステンレス製の枠からの熱伝達を
受けず、庫壁からの輻射熱も少ないため、昇華速度が小さく、同一棚上で最も一次
乾燥時間が長くなる。したがって、最適な棚温度ならびに庫内圧力を検討する際に
は、棚上で品温が最も高い棚端部における品温最大値ならびに品温が最も低い棚中
央部における一次乾燥時間が重要となる。
既存の一次乾燥モデルにおいて、バイアルへの熱伝達係数と乾燥層・バイアル水
蒸気移動抵抗値は、一次乾燥の実験で決めることができる

29,30)

。バイアルへの熱伝

達係数は熱伝達速度を見積もるために必要となるが、凍結乾燥装置とバイアルの種
類に依存することが知られているため

11,31)

、水の昇華実験から凍結乾燥装置とバイ

アルの種類毎に熱伝達係数が求められている

32-34)

。ただし、自社の研究所や生産工

場で取り扱う凍結乾燥装置とバイアルの種類は限定されており、水の昇華実験で熱
伝達係数を一旦決めれば、凍結乾燥製剤の処方や充填量が変わっても熱伝達係数を
再度決める必要はない。一方、乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値は、バイアル内
の昇華面と凍結乾燥装置の庫内との間の圧力抵抗であり、薬液の成分、濃度、なら
びに結晶化度などに依存することが知られている

30,35-37)

。これらの熱伝達係数と乾

燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を正確に決めれば、一次乾燥の品温プロファイル
を理論的に計算することができる。しかし、一次乾燥中の品温プロファイルを予測
するシミュレーションプログラムはほとんど報告されておらず、品温プロファイル
5

に予測誤差が生じる原因も十分に検討されていない。
本研究では、既存の一次乾燥モデルを参考として独自に作成した計算プログラム
を用いてシミュレーションを行い、棚端部における品温最大値ならびに棚中央部に
おける一次乾燥時間の予測精度を検討した。また、一次乾燥の品温プロファイルに
予測誤差を生じる入力パラメータは、棚温度ならびに庫内圧力に依存する乾燥層・
バイアル水蒸気移動抵抗値であると推定し、品温の予測誤差に与える影響を検討し
た。さらに、種々の棚温度と庫内圧力下で乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の変
化が生じる原因を検討した。

6
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第2節

既存の一次乾燥モデルに基づくシミュレーション

第1項

一次乾燥シミュレーションの計算式

一次乾燥の品温プロファイルを予測する一連の計算式を以下に示す。凍結乾燥装
置からガラスバイアルが受ける総熱伝達速度は、棚からバイアル底部への熱伝達速
度、ステンレス製の枠からバイアル側面部への熱伝達速度、ならびに庫壁からバイ
アル上部とバイアル側面部への熱伝達速度から成ると仮定し、熱伝達のモデルを Fig.
4 に示す。棚からバイアル底部への熱伝達速度（Qsh）は (1.1) 式より求めた。ここ
で、Ksh は棚からバイアル底部への棚熱伝達係数、Ae はガラスバイアル外側の底面
積、Tsh は棚温度、Tb はバイアル底部中央の品温を示す。棚熱伝達係数（Ksh）は (1.2)
式から求めた。ここで、λg は気体の自由分子熱伝導率、lv は棚とバイアル底部の平
均距離、Lp は 1 Pa における気体分子の平均自由行程、Pc は庫内圧力を示す。
Qsh = Ksh ⋅ Ae ⋅ (Tsh − Tb)

(1.1)

Ksh = λg / (lv + Lp / Pc)

(1.2)

ステンレス製の枠からバイアル側面部への熱伝達速度（Qt）は (1.3) 式より求めた。
ここで、Kt はステンレス製の枠からバイアル側面部への熱伝達係数、At はステンレ
ス製の枠に覆われるバイアルの側面積、ならびに Tt はステンレス製の枠表面の温度
を示す。熱伝達係数（Kt）は (1.4) 式から求めた。ここで、lt はステンレス製の枠か
。
らバイアルへの距離を示す（本研究では 7.5 x 10-4 m と仮定した）
Qt = Kt ⋅ At ⋅ (Tt − Tb)

(1.3)

Kt = λ g / (lt + Lp / Pc)

(1.4)

庫壁からバイアル側面部への熱伝達速度（Qr）は (1.5) 式より求めた。ここで、ψ 1
は凍結乾燥装置の庫壁とバイアルの熱放射の輻射因子、σはステファンーボルツマン
定数、Ar はステンレス製の枠に覆われるバイアルの側面積（At）を除いた側面積、
Tw は庫壁温度を示す。
Qr = ψ 1 ⋅ σ ⋅ Ar ⋅ (T w4 − Tb4)

(1.5)
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3 種類の熱伝達速度を合計し、棚上の端部ならびに中央部に位置するバイアルの総
熱伝達速度（Q edge vial, Q center vial）を (1.6) 式と (1.7) 式からそれぞれ求めた。ただし、
棚中央部に存在するバイアルはステンレス製の枠に接しないため、ステンレス製の
枠から受ける熱伝達速度（Qt）を除いた。
棚端部のバイアル：Q edge vial = Qsh + Qt + Q r

(1.6)

棚中央部のバイアル：Q center vial = Qsh + Qr

(1.7)

次に、一次乾燥の昇華のモデルを Fig. 5 に示す。(1.8) 式と (1.9) 式を用い、総熱
伝達速度と氷の昇華潜熱（∆Hs）から棚端部と棚中央部における昇華速度（dm/dt edge
vial,

dm/dt

center vial）をそれぞれ求めた。また、バイアルに伝わる熱量が氷の昇華潜熱

で全て消費されるものと仮定した 38)。

棚端部のバイアル：dm/dt edge vial = Q edge vial / ∆Hs

(1.8)

棚中央部のバイアル：dm/dt center vial = Q center vial / ∆Hs

(1.9)

オームの法則に関する (1.10) 式に昇華速度（dm/dt）、庫内圧力（Pc）
、ならびに乾燥
層・バイアル水蒸気移動抵抗値（Rpv）を代入して昇華面圧力（Pi）を求めた。さら
にアントワン式に基づく (1.11) 式を用い、昇華面圧力（Pi）から昇華面温度（Ti）
を求めた。なお、乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値（Rpv）は、バイアル内の昇華
面と乾燥層表面との間の乾燥層水蒸気移動抵抗値（Rp）と、乾燥層表面と凍結乾燥
装置の庫内との間のバイアル水蒸気移動抵抗値（Rv）の合計値である。
Pi = Pc + Rpv ⋅ dm/dt

(1.10)

Ti = 6144.96 / (28.911 − Ln (Pi))

(1.11)

また、(1.12) 式から任意の時間における乾燥層の高さ（S）を求め、(1.13) 式から凍
結層の高さ（L）を求めた。ここで、Lt は一次乾燥前の凍結層の高さ、∆t は一定時
間、Mt は一次乾燥で昇華する水分量を示す。

9

S = Lt ⋅

n

∑ ( dm/dt i ⋅ ∆t / Mt)

(1.12)

i =1

L = Lt − S

(1.13)

、総熱伝達速度（Q）
、ならびに凍結層の
一次乾燥の品温（Tb）は、昇華面温度（Ti）
高さ（L）を用いて (1.14) 式に従って求めた

7,15)

。ここで、K1 は凍結体の熱伝導率

を示し、本研究では氷の熱伝導率（λi）を用いた。Av はバイアル内側の底面積を示
す。

Tb = Ti + Q ⋅ L / (K1 ⋅ Av)

(1.14)

一次乾燥後期の昇華が終了した後の品温は (1.15) 式に従って求めた。ここで、Tbi
は昇華終了時の品温、C はガラスバイアル、ゴム栓、ならびに凍結乾燥ケーキを含
む凍結乾燥製剤の熱容量を示す。

Tb = Tbi +

n

∑ ( Q i / ∆t ⋅ C)

(1.15)

i =1

(1.1) 式から (1.15) 式の計算を一定時間毎に各時点で繰り返し、品温プロファイル
を予測した。得られた棚端部の品温プロファイルから、一次乾燥初期あるいは中期
に生じる品温最大値を求めた。また、一次乾燥後期に棚中央部の品温が棚温度付近
の一定温度となり、1 時間当たりの品温変化が 0.5°C 以内となる時間を一次乾燥終点
として、一次乾燥時間を求めた。
これらのパラメータのうち、棚熱伝達係数ならびに乾燥層・バイアル水蒸気移動
抵抗値は実験的に決める必要があるため、次項で水の昇華実験ならびに 10 w/v%精
製白糖水溶液を用いた一次乾燥の実験でそれぞれ求めた。
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Fig. 4

Heat transfer model for primary drying of lyophilization

Fig. 5

Mass transfer model for primary drying of lyophilization
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第2項

棚熱伝達係数の決定

ガラスバイアルの底部は湾曲しており、バイアル底部と棚の間には微小の空間が
存在するため 39)、バイアル底部と棚の平均距離に依存して棚熱伝達速度は変化する
40)

。棚からバイアル底部への熱伝達速度を見積もるため、(1.16) 式の棚熱伝達係数

（Ksh）を決める必要があり、棚熱伝達係数は (1.17) 式から求められる。ここで、
(1.16) 式の Ae はガラスバイアル外側の底面積、Tsh は棚温度、Tb は品温を示す。(1.17)
式のλg は気体の自由分子熱伝導率、lv は棚とバイアル底部の平均距離、Lp は 1 Pa に
おける気体分子の平均自由行程、ならびに Pc は庫内圧力を示す。
Qsh = Ksh ⋅ Ae ⋅ (Tsh − Tb)

(1.16)

Ksh = λg / (lv + Lp / Pc)

(1.17)

Fig. 6 に示す水の昇華実験で求めた品温プロファイルから一定時間毎の各時点で昇
華速度を見積もり、9.5 時間までの棚端部と棚中央部における昇華量（M pre. edge vial, M
pre. center vial）を

M pre. edge vial =

(1.18) 式と (1.19) 式からそれぞれ求めた。
n

∑ ( dm/dt pre. edge vial i ⋅ ∆t)

(1.18)

i =1

M pre. center vial =

n

∑ ( dm/dt pre. center vial i ⋅ ∆t)

(1.19)

i =1

また、昇華前後に測定したバイアル内の水の質量変化量から、棚端部と棚中央部に
おける昇華量の実測値（M meas. edge vial, M meas. center vial）をそれぞれ求めた。昇華量の予
測値と実測値の比較より、棚端部と棚中央部における棚とバイアル底部の平均距離
（lv）は 5.80 x 10-4 m、6.05 x 10-4 m となり、平均値は 5.9 x 10-4 m と求められた。こ
の 5.9 x 10-4 m を (1.17) 式に代入し、庫内圧力が 5 Pa、10 Pa、15 Pa のときの棚熱伝
達係数を求め、各々6.5、10.3、12.8 kcal / (m2 ⋅ h ⋅ °C) となった。これらの棚熱伝達
係数を用い、種々の庫内圧力の棚熱伝達速度を (1.16) 式より求めた。
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で凍結乾燥ケーキの微細構造が変化し、抵抗値の小さい乾燥層が形成されたことが
原因であると考えられた。したがって、バイアルへの総熱伝達速度が異なる棚端部
と棚中央部では品温プロファイルが変わり、Micro-collapse の程度も変わるため、乾
燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値が一致しなかったものと推察された。このため、
シミュレーションを行う際には、異なるプロファイルを示す棚端部と棚中央部の乾
燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値をそれぞれ用いることとした。
以上より、シミュレーションに必要な棚熱伝達係数ならびに乾燥層・バイアル水
蒸気移動抵抗値を求めた。次項では、これらの 2 つのパラメータを用い、一次乾燥
の品温プロファイルを予測した。
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第4項

一次乾燥の品温最大値と乾燥時間のシミュレーション

前項で求めた棚熱伝達係数と乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を用い、種々の
棚温度と庫内圧力における棚端部の品温最大値と棚中央部の一次乾燥時間を予測
し、結果を Table 1 に示す。棚温度と庫内圧力が（−20°C, 10 Pa）と（0°C, 5 Pa）に
おける品温最大値は、予測値と実測値の差が 0.1°C 以内となった。一方、
（−20°C, 5
Pa）、（−20°C, 15 Pa）、ならびに（−10°C, 5 Pa）では 1.0～2.5°C の差を生じた。この
最大 2.5°C の予測誤差は大きく、最適な棚温度を予測する場合に過剰に高い棚温度
が予測されて品温最大値が崩壊温度を超えることや、過剰に低い棚温度のために一
次乾燥時間が長時間となることが予想される。品温最大値の予測誤差の原因となる
のは、棚温度ならびに庫内圧力に依存した乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値 43-45)
の影響が考えられた。棚温度と庫内圧力により乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値
が変わると、本節第 1 項の (1.10) 式～ (1.14) 式に示したように昇華面圧力と昇華
面温度が変わり、品温も変わる。したがって、乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値
を棚温度と庫内圧力に依存しない一定の値として、品温最大値を予測したことが誤
差を生じた原因と推定された。
一方、種々の棚温度と庫内圧力における一次乾燥時間は、予測値と実測値の差が
0.1～1.7 時間となり、最大 7%の誤差であった。7%の誤差は経験的に生じるため、
許容範囲内の予測誤差である。この一次乾燥時間を予測できた原因は、昇華速度を
求める 3 種類の熱伝達速度の計算式から説明することができる。3 種類の熱伝達速
度は、一次乾燥中の品温と棚温度、ステンレス製の枠表面の温度、ならびに庫壁表
面の温度との差にそれぞれ依存する。これらの温度差について棚温度と庫内圧力が
（−10°C, 8 Pa）の条件で調べたところ、棚温度（−10°C）、ステンレス製の枠の表面
温度（−18°C）
、ならびに庫壁の表面温度（8°C）は、品温最大値（−31.8°C）との温
度差が大きいことが確かめられた（Data not shown）。したがって、シミュレーショ
ンで品温プロファイルに予測誤差があっても、棚、ステンレス製の枠、ならびに庫
壁との温度差が大きいため、熱伝達速度と昇華速度に与える影響は小さく、一次乾
燥時間は許容範囲内の精度で予測されたものと推察された。
これらの結果より、既存の一次乾燥モデルを参考に行ったシミュレーションは、
一次乾燥時間を予測できたが、品温最大値を正確に予測できないことが示された。
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この予測誤差は、棚温度と庫内圧力に依存する乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値
を一定の値としてシミュレーションを行ったことが原因であると推察された。

Table 1 Prediction of maximum product temperature and primary drying time using the
prototype simulation program
Shelf
temperature
(°C)

Chamber
pressure
(Pa)

−20
−20
−20
−10
0

5
10
15
5
5

Maximum product
temperature of edge vial (°C)
Prediction 1)
−36.6
−33.3
−31.5
−34.4
−32.5

Measurement
(S.D.)
−34.1 ± 0.3
−33.3 ± 0.1
−32.5 ± 0.2
−33.3 ± 0.4
−32.4 ± 0.3

Primary drying time
of center vial (h)
Prediction 1)
37.7
30.0
27.7
29.5
24.3

Measurement
(S.D.)
38.0 ± 0.3
29.9 ± 1.1
27.8 ± 2.7
30.3 ± 0.3
26.0 ± 0.3

S.D.: Standard deviation
1) The dry layer resistance profile measured at −20°C of the shelf temperature and 10 Pa of the chamber
pressure was applied for the simulation.
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第3節

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値がシミュレーションの予測精度に及ぼす
影響……………………………

第1項

種々の乾燥条件における乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値

一次乾燥の品温最大値に予測誤差が生じる原因は、乾燥層・バイアル水蒸気移動
抵抗値であると推定されたため、種々の棚温度と庫内圧力で 10 w/v%精製白糖水溶
液から成る乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を比較した。庫内圧力が 5 Pa の一定
値で、棚温度が−20°C、−10°C、ならびに 0°C における乾燥層の高さに対する乾燥層・
バイアル水蒸気移動抵抗値を Fig. 9 に示す。棚温度が高いほど、棚端部と棚中央部
のいずれも乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値は低下した。また、棚温度が−20°C
の一定値で、庫内圧力が 5 Pa、10 Pa、ならびに 15 Pa における乾燥層の高さに対す
る乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を Fig. 10 に示す。庫内圧力が高いほど、乾燥
層・バイアル水蒸気移動抵抗値は低下した。
以上の結果より、品温最大値に予測誤差が生じる原因と推定された乾燥層・バイ
アル水蒸気移動抵抗値は、棚温度と庫内圧力に依存して異なることが示された。
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温度と庫内圧力においても棚端部における品温最大値の予測値と実測値の差は最大
0.2°C であった。また、一次乾燥時間の差も 0.1～2.3 時間となり、6%以内の誤差で
予測された。
以上の結果より、シミュレーションを行う際に正確な乾燥層・バイアル水蒸気移
動抵抗値を用いれば、棚端部における品温最大値ならびに棚中央部における一次乾
燥時間を高精度で予測できることが示された。特に、品温最大値に予測誤差が生じ
た原因は、棚温度ならびに庫内圧力に依存する乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値
を一定と考えたためであることが確かめられた。

Table 2

Prediction of maximum product temperature and primary drying time using the
prototype simulation program with the correct dry layer resistance profiles

Shelf
temperature
(°C)

Chamber
pressure
(Pa)

−20
−20
−20
−10
0

5
10
15
5
5

Maximum product
temperature of edge vial (°C)
Measurement
Prediction 1)
(S.D.) 2)
−33.9
−34.1 ± 0.3
−33.3
−33.3 ± 0.2
−32.6
−32.5 ± 0.2
−33.3
−33.3 ± 0.4
−32.5
−32.4 ± 0.3

Primary drying time
of center vial (h)
Measurement
Prediction 1)
(S.D.) 2)
40.3
38.0 ± 0.3
29.6
29.9 ± 1.1
26.6
27.8 ± 2.7
30.2
30.3 ± 0.3
25.0
26.0 ± 0.3

S.D.: Standard deviation
1) Each measured dry layer resistance profile corresponding to the predicted conditions of shelf temperature
and chamber pressure was applied for the simulation.
2) The experimental data in Table 1.
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第4節

棚温度と庫内圧力が乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値に及ぼす影響

第1項

乾燥層水蒸気移動抵抗値とバイアル水蒸気移動抵抗値のモデル

本節では、Fig. 12 に示すバイアル内の昇華面と凍結乾燥装置の庫内の間に生じる
水蒸気移動抵抗値のモデルに基づき、棚温度と庫内圧力に依存して乾燥層・バイア
ル水蒸気移動抵抗値が変わる原因を検討した。乾燥層水蒸気移動抵抗値（Rp：Dry
layer resistance）はバイアル内の昇華面と乾燥層表面との間の圧力抵抗である。また、
バイアル水蒸気移動抵抗値（Rv：Vial resistance）は、乾燥層表面と凍結乾燥装置の
庫内との間の圧力抵抗を示している。
(2.1) 式に示すように、乾燥層水蒸気移動抵抗値は、昇華面圧力（Pi）と乾燥層表
面の圧力（Psd）との間の差圧を昇華速度（dm/dt）により除して得られる。
Rp = (Pi − Psd) / dm/dt

(2.1)

また、(2.2) 式に示すように、バイアル水蒸気移動抵抗値は、乾燥層表面の圧力（Psd）
と庫内圧力（Pc）との間の差圧を昇華速度（dm/dt）により除して得られる。
Rv = (Psd − Pc) / dm/dt

(2.2)

この乾燥層表面の圧力を測定することができないため、乾燥層水蒸気移動抵抗値と
バイアル水蒸気移動抵抗値をそれぞれ求めることはできない。一方、凍結乾燥中に
庫内圧力は測定できるため、(2.3) 式に示すように昇華面圧力（Pi）と庫内圧力（Pc）
との間の圧力抵抗として、乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値（Rpv）を求め、シミュ
レーションに使用した。

Rpv = Rp + Rv = (Pi − Pc) / dm/dt

(2.3)

これらの水蒸気移動抵抗値のうち、バイアル水蒸気移動抵抗値は、乾燥層水蒸気
移動抵抗値と比較して非常に小さいと考えられてきた

30)

。従来の一次乾燥シミュ

レーションにおいても、水蒸気が乾燥層表面から半打栓されたゴム栓とバイアルの
隙間を経由し、凍結乾燥装置の庫内に移動するまでのバイアル水蒸気移動抵抗値は
22

ほとんど考慮されていなかった

12,14)

。また、Kuu らによる検討では、ゴム栓による

水蒸気移動抵抗値は無視できるとされていた

7)

。一方、一次乾燥ではバイアル毎の

昇華速度の均一性を向上することを目的とし 46)、凍結乾燥装置の庫内圧力は真空ポ
ンプと窒素ガスにより一定値に維持されることが多い。この圧力制御下では、庫内
圧力の設定値に依存し、水蒸気が乾燥層表面からゴム栓とバイアルの隙間を抜けて
庫内圧力に移動するまでの乾燥層表面の圧力と庫内圧力の間の差圧が変わると考え
られるため、バイアル水蒸気移動抵抗値を無視することはできないと推定した。
このような水蒸気移動抵抗値のモデルを踏まえ、次項では棚温度ならびに庫内圧
力と乾燥層水蒸気移動抵抗値ならびにバイアル水蒸気移動抵抗値の関係をそれぞれ
検討した。

Fig. 12

Proposed model for dry layer resistance and vial resistance
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第2項

棚温度と庫内圧力が乾燥層水蒸気移動抵抗値に及ぼす影響

棚温度ならびに庫内圧力と乾燥層水蒸気移動抵抗値の関係を簡便に評価するため、
第 1 章第 2 節に示した (1.1) ～ (1.9) 式を用いて棚温度と庫内圧力の 2 因子を昇華
速度の 1 因子に変換した。庫内圧力を 5 Pa の一定値とし、棚温度が−20°C、−10°C、
ならびに 0°C で求めた乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の最大値と昇華速度の逆
数の関係を Fig. 13 に示す。この回帰直線の重相関係数（R2）は 0.99 となり、高い相
関性を示した。
これらの乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の変化から、乾燥層水蒸気移動抵抗
値とバイアル水蒸気移動抵抗値の変化をそれぞれ考察した。乾燥層水蒸気移動抵抗
値（Rp）とバイアル水蒸気移動抵抗値（Rv）のモデルを Fig. 14 に示す。バイアル水
蒸気移動抵抗値は、乾燥層表面の圧力（Psd）と庫内圧力（Pc）との間の圧力抵抗で
あるため、庫内圧力が一定であればバイアル水蒸気移動抵抗値の変化は小さいと推
察された。一方、棚温度が高いほど、乾燥層の微細構造が部分的に融解し、細孔サ
イズが増大することで、乾燥層水蒸気移動抵抗値が低下したものと考えられた。こ
の乾燥層水蒸気移動抵抗値の低下は、乾燥層の微細構造に小孔が形成する
Micro-collapse（微小崩壊）の現象により説明することができる

41,42)

。また、Parker

らは、凍結層に存在する最大濃縮相のガラス転移温度（Tg’）と崩壊温度（Tc）との
間の温度領域で Micro-collapse が生じると考えた 43)。さらに、第 1 章第 2 節の Table
1 に示したように、棚温度と庫内圧力が（−20°C～0°C, 5 Pa～15 Pa）の範囲の 5 条件
で求めた棚端部における品温最大値は−34.1°C～−32.4°C であり、
少なくとも 10 w/v%
精製白糖水溶液のガラス転移開始温度（Tg’onset −34.8°C）以上の品温を示している。
この品温がガラス転移開始温度を超えると最大濃縮相の粘度が低下し 47)、最大濃縮
相が蒸発に近い乾燥機構となるために Micro-collapse が生じ、乾燥層・バイアル水蒸
気移動抵抗値が低下したものと推察された。また、棚温度が上昇した場合と同様に、
庫内圧力が上昇した場合も品温が上昇するため、Micro-collapse により乾燥層水蒸気
移動抵抗値が低下するものと考えられた。

24

㻌




)LJ 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ PD[LPXP GU\ OD\HU DQG YLDO UHVLVWDQFH DQG UHFLSURFDO RI
VXEOLPDWLRQUDWHDWq&q&DQGq&RIWKHVKHOIWHPSHUDWXUHXQGHU3DRI
WKHFKDPEHUSUHVVXUH
7KH RSHQ DQG FORVH FLUFOHV DUH HGJH DQG FHQWHU YLDOV  7KH VHWWLQJ SDUDPHWHUV RI VKHOI
WHPSHUDWXUHDQG FKDPEHU SUHVVXUHDUH q& 3D FLUFOHV  q& 3D WULDQJOHV DQG
q&3D GLDPRQGV   




)LJ (VWLPDWHGPRGHOIRUGU\OD\HUUHVLVWDQFHDQGYLDOUHVLVWDQFHDWYDULRXVFRQGLWLRQVRI
WKHVKHOIWHPSHUDWXUHXQGHU3DRIWKHFKDPEHUSUHVVXUH  






第3項

棚温度と庫内圧力がバイアル水蒸気移動抵抗値に及ぼす影響

棚温度と庫内圧力が（−20°C～0°C, 5 Pa～15 Pa）の範囲の 5 条件で求めた乾燥層・
バイアル水蒸気移動抵抗値の最大値と昇華速度の逆数の関係を Fig. 15 に示す。この
回帰直線の重相関係数（R2）は 0.55 となり、低い相関性を示した。Fig. 13 に示した
ように、庫内圧力を 5 Pa の一定値とすると乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の最
大値と昇華速度の逆数は相関したことから、庫内圧力が異なる 10 Pa と 15 Pa の値を
加えることで、その相関性は低下することがわかった。また、
（ −20°C, 10 Pa）と（−20°C,
15 Pa）の乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値は、
（−20°C～0°C, 5 Pa）の抵抗値より
低く推移した。
これらの乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の変化から、乾燥層水蒸気移動抵抗
値とバイアル水蒸気移動抵抗値のそれぞれの変化を考察した。乾燥層水蒸気移動抵
抗値（Rp）ならびにバイアル水蒸気移動抵抗値（Rv）のモデルを Fig. 16 に示す。前
項と同様に、棚温度ならびに庫内圧力が高いほど Micro-collapse が生じるため、いず
れの庫内圧力においても昇華速度に依存して乾燥層水蒸気移動抵抗値が低下したも
のと推察された。一方、同一の昇華速度で 5 Pa、10 Pa、ならびに 15 Pa の乾燥層・
バイアル水蒸気移動抵抗値を見積もった場合、庫内圧力の増加に伴い乾燥層・バイ
アル水蒸気移動抵抗値は低下した。この乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の低下
は、庫内圧力が高いほど乾燥層表面の圧力と庫内圧力の差圧が小さくなり、バイア
ル水蒸気移動抵抗値が低下したことが原因であると考えられた。したがって、Fig. 16
に示すように庫内圧力に依存してバイアル水蒸気移動抵抗値も変わることが示唆さ
れた。なお、乾燥層表面における圧力を求めることができるようになれば、乾燥層
水蒸気移動抵抗値とバイアル水蒸気移動抵抗値をそれぞれ求め、詳細な考察ができ
るものと考えられる。
以上の結果より、棚温度ならびに庫内圧力に依存して Micro-collapse により乾燥層
水蒸気移動抵抗値が変わり、庫内圧力に依存してバイアル水蒸気移動抵抗値も変わ
ることが示唆された。既存の一次乾燥モデルに基づくシミュレーションでは、この
ような乾燥層水蒸気移動抵抗値とバイアル水蒸気移動抵抗値の変化を考慮していな
かったため、品温プロファイルを高精度で予測できなかったものと推察された。
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第5節

小括

既存の一次乾燥モデルを参考にシミュレーションを行い、品温プロファイルの予
測を試みた。シミュレーションの重要なパラメータとして棚とバイアル底部の平均
距離を水の昇華実験より求め、種々の庫内圧力における棚熱伝達係数を決めた。ま
た、棚温度と庫内圧力が（−20°C, 10 Pa）の一次乾燥条件で 10 w/v%精製白糖水溶液
を凍結乾燥し、棚端部と棚中央部の品温プロファイルから乾燥層・バイアル水蒸気
移動抵抗値をそれぞれ求めた。これらの棚熱伝達係数と乾燥層・バイアル水蒸気移
動抵抗値を用い、棚温度と庫内圧力が（−20°C～0°C, 5 Pa～15 Pa）の範囲の 5 条件
で品温プロファイルを予測した。棚中央部における一次乾燥時間の誤差は最大で 7%
となり、許容範囲内の誤差で予測されたが、棚端部における品温最大値に最大 2.5°C
の誤差が生じ、高精度で予測することはできなかった。
この品温最大値の予測誤差は、種々の棚温度ならびに庫内圧力で変化する乾燥
層・バイアル水蒸気移動抵抗値を一定値としてシミュレーションを行ったことが原
因であると推定された。さらに、予測条件の（−20°C～0°C, 5 Pa～15 Pa）における
乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値が、シミュレーションに用いた（−20°C, 10 Pa）
の値と異なるほど、品温最大値の予測誤差が拡大することも確かめられた。この乾
燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の変化は、棚温度ならびに庫内圧力に依存し、
Micro-collapse（微小崩壊）が生じることで乾燥層水蒸気移動抵抗値が変わり、庫内
圧力に依存してバイアル水蒸気移動抵抗値が変わったことが原因であると推察され
た。
以上より、既存の一次乾燥モデルに基づくシミュレーションでは、棚温度ならび
に庫内圧力に依存した乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の変化が考慮されていな
かったため、品温プロファイルを高精度で予測できないことが明らかとなった。
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第2章

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の予測に基づく一次乾燥シミュレー
ションプログラムの開発

第1節

小序

第 1 章では、既存の一次乾燥モデルを参考にシミュレーションを行い、一次乾燥
時間を許容範囲内の精度で予測できたが、乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値が変
化するため、品温最大値を高精度で予測できないことがわかった。本章では、品温
最大値の予測精度を改善するため、水蒸気移動抵抗値のモデルに基づき、乾燥層・
バイアル水蒸気移動抵抗値を正確に予測する計算手法を検討した。
バイアル内の昇華面で生じる水蒸気がコールドトラップに氷着するまでに受ける
水蒸気移動抵抗値のモデルを Fig. 17 に示す。バイアル内の昇華面で生じる水蒸気が
コールドトラップに氷着するまでの全ての圧力抵抗を総水蒸気移動抵抗値（R：
t Total
resistance）と定義し、総水蒸気移動抵抗値を乾燥層水蒸気移動抵抗値（Rp：Dry layer
resistance）、バイアル水蒸気移動抵抗値（Rv：Vial resistance）、ならびに庫内水蒸気
移動抵抗値（Rc：Chamber resistance）に分けて考えた 11)。乾燥層水蒸気移動抵抗値
は、昇華面で生じる水蒸気が乾燥層の表面まで移動する際に受ける圧力抵抗である。
バイアル水蒸気移動抵抗値は、乾燥層表面と凍結乾燥装置の庫内との間の圧力抵抗
である。庫内水蒸気移動抵抗値は庫内とコールドトラップとの間の圧力抵抗である。
この庫内水蒸気移動抵抗値は、庫内圧力とコールドトラップ表面の圧力との差圧を
昇華速度で除して得られる 32)。さらに、総水蒸気移動抵抗値が求まれば、総水蒸気
移動抵抗値と庫内水蒸気移動抵抗値の差から乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を
予測できると推定された。
本研究では、上記に示した水蒸気移動抵抗値モデルに基づき、乾燥層・バイアル
水蒸気移動抵抗値を正確に求める計算手法を検討した。次に、種々の棚温度ならび
に庫内圧力で求めた乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を用いてシミュレーション
を行い、品温最大値と一次乾燥時間の予測精度を検討した。さらに、品温最大値が
崩壊温度を超えず、且つ一次乾燥時間が最小となる一次乾燥条件を予測するととも
に検証を行った。
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Fig. 17 Proposed model for dry layer resistance, vial resistance and chamber pressure in
total resistance
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第2節

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の予測方法の検討

第1項

庫内水蒸気移動抵抗値

庫内水蒸気移動抵抗値は、水蒸気が凍結乾燥装置の庫内からコールドトラップに
氷着するまでに受ける圧力抵抗であり、(2.4) 式に示すように庫内圧力とコールドト
ラップ表面の圧力との差圧を昇華速度で除して得られる。なお、一次乾燥中のコー
ルドトラップ表面の圧力は 0 Pa と仮定した。
Rc = (Pc − Pct) / dm/dt

(2.4)

(2.4) 式の庫内圧力に予め決めた乾燥条件の設定値（Pc

、コールドトラップ表面
pre.）

の圧力（Pct）に 0 Pa、第 1 章第 2 節の (1.1) ～ (1.9) 式で求めた昇華速度（dm/dt pre.）
を代入することで、種々の棚温度ならびに庫内圧力で庫内水蒸気移動抵抗値（Rc pre.）
が求まる。

第2項

総水蒸気移動抵抗値

総水蒸気移動抵抗値は、水蒸気がバイアル内の昇華面からコールドトラップに氷
着するまでに受ける圧力抵抗であり、(2.5) 式に示すように昇華面圧力とコールドト
ラップ表面の圧力との差圧を昇華速度で除して得られる。

Rt = (Pi − Pct) / dm/dt

(2.5)

(2.5) 式に、予備実験で求めた昇華面圧力（Pi meas.）、コールドトラップ表面の圧力（Pct）
に 0 Pa を入力し、第 1 章第 2 節に示した (1.1) ～ (1.9) 式から昇華速度（dm/dt pre.）
を決めれば、総水蒸気移動抵抗値（Rt meas.）が求まる。
棚温度と庫内圧力が（−20°C～0°C, 5 Pa～15 Pa）の範囲の 5 条件で求めた総水蒸
気移動抵抗値の最大値と昇華速度の逆数の関係を Fig. 18 に示す。回帰直線の重相関
係数（R2）は 0.96 となり、棚温度だけでなく、庫内圧力が変わっても高い相関が得
られた。この回帰式から (2.6) 式が得られる。
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Rt-max = a ⋅ (1 / dm/dt) + b

(2.6)

任意の棚温度と庫内圧力における昇華速度を求めれば、(2.6) 式より総水蒸気移動抵
抗値が予測される。さらに総水蒸気移動抵抗値が最大値の時だけではなく、(2.7) 式
に示すように一次乾燥中に刻々と変化する総水蒸気移動抵抗値の計算に用いた。

Rt = a ⋅ (1 / dm/dt) + b

(2.7)

(2.7) 式をもとに、予備実験で得られる総水蒸気移動抵抗値（Rt meas.）と種々の棚温
度ならびに庫内圧力における総水蒸気移動抵抗値の予測値（Rt pre.）をそれぞれ (2.8)
式と (2.9) 式として示した。
Rt meas. = a ⋅ (1 / dm/dt meas.) + b

(2.8)

Rt pre. = a ⋅ (1 / dm/dt pre.) + b

(2.9)

この 2 式を組み合わせて、昇華速度から総水蒸気移動抵抗値を予測する (2.10) 式を
得た。

Rt pre. = Rt meas. + a ⋅ {(1 / dm/dt pre.) − (1 / dm/dt meas.)}

(2.10)

(2.10) 式の a は、凍結乾燥製剤毎に予備実験を行い、2 種類以上の総水蒸気移動抵抗
値の最大値と昇華速度の逆数の回帰式から求まる。また、昇華速度（dm/dt meas.）も
予備実験から決められる。種々の棚温度ならびに庫内圧力における昇華速度の予測
値（dm/dt pre.）は、第 1 章第 2 節に示した (1.1) ～ (1.9) 式から求まる。
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)LJ 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ PD[LPXPWRWDOUHVLVWDQFHDQGUHFLSURFDORI VXEOLPDWLRQUDWH
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WHPSHUDWXUHDQGFKDPEHUSUHVVXUHDUH q&3D FLUFOHV  q&3D WULDQJOHV q&
3D GLDPRQGV  q&3D VTXDUHV DQG q&3D VWDUV 








第3項

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値

シミュレーションを行う棚温度と庫内圧力における庫内水蒸気移動抵抗値の予測
値（Rc pre.）は (2.11) 式から求まる。ここで、Pc pre.と dm/dt pre.は予測条件における庫
内圧力と昇華速度を示す。また、Pct はコールドトラップ表面の圧力を示す（本研究
では 0 Pa と仮定した）
。
Rc pre. = (Pc pre. − Pct) / dm/dt pre.

(2.11)

予備実験で得られる総水蒸気移動抵抗値（Rt meas.）は、(2.12) 式から求められる。こ
こで、Pi meas.は昇華面圧力、dm/dt meas.は昇華速度を示す。
Rt meas. = (Pi meas. − Pct) / dm/dt meas.

(2.12)

シミュレーションを行う棚温度と庫内圧力における総水蒸気移動抵抗値（Rt pre.）は
(2.13) 式から求まる。ここで、a は総水蒸気移動抵抗値と昇華速度の逆数から成る回
帰式の傾きを示す。

Rt pre. = Rt meas. + a ⋅ {(1 / dm/dt pre.) − (1 / dm/dt meas.)}
乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の予測値（Rpv

(2.13)
pre.）は、(2.14)

式に示すように、

総水蒸気移動抵抗値の予測値（Rt pre.）と庫内水蒸気移動抵抗値の予測値（Rc pre.）の
差から求まる。

Rpv pre. = Rt pre. − Rc pre.

(2.14)

これらの (2.11) ～ (2.14) 式の計算を一定時間毎の各時点で繰り返し、乾燥層・バ
イアル水蒸気移動抵抗値を予測できると推察された。
以上より、総水蒸気移動抵抗値と庫内水蒸気移動抵抗値から、乾燥層・バイアル
水蒸気移動抵抗値を予測する一連の計算方法を構築した。次節では、種々の棚温度
ならびに庫内圧力における乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を予測し、検証した。
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第3節

第1項

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の予測

一次乾燥シミュレーションの予備実験

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を予測するパラメータとして、総水蒸気移動
抵抗値、庫内水蒸気移動抵抗値、ならびに昇華速度は、予備実験に基づく品温プロ
ファイルを解析し、求められた。また、シミュレーションを行う棚温度と庫内圧力
における昇華速度は、第 1 章第 2 節に示した (1.1) ～ (1.9) 式から予測された。し
かし、前節に示した (2.13) 式の a は、2 種類以上の総水蒸気移動抵抗値の最大値と
昇華速度の逆数の回帰式から求める必要があった。この回帰式を決めるために複数
回の予備実験が必要となれば、シミュレーション技術の意義は小さい。そこで、予
備実験の実験回数を最小化するため、一条件の実験で求めた棚端部ならびに棚中央
部の総水蒸気移動抵抗値と昇華速度の逆数の回帰式を決め、(2.13) 式の a を求めた。
棚温度と庫内圧力が（−20°C, 10 Pa）の予備実験で得られた総水蒸気移動抵抗値の最
大値と昇華速度の逆数との関係を Fig. 19 に示す。この回帰式から決定した a は 40.5
であった。
次項では、予備実験で求めた種々のパラメータを用い、種々の棚温度ならびに庫
内圧力で乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を予測し、検証した。
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)LJ 3UHGLFWLRQ RI GU\ OD\HU DQG YLDO UHVLVWDQFH SURILOH RI  ZY VXFURVH VROXWLRQ DW
q&RIWKHVKHOIWHPSHUDWXUHDQG3DRIWKHFKDPEHUSUHVVXUH 
2SHQDQGFORVHFLUFOHVDUHWKHSUHGLFWHGDQGPHDVXUHGGU\OD\HUDQGYLDOUHVLVWDQFHSURILOHV
RI HGJH YLDO DW q& RI WKH VKHOI WHPSHUDWXUH DQG  3D RI WKH FKDPEHU SUHVVXUH  2SHQ
WULDQJOHVDUHWKHPHDVXUHGGU\OD\HUDQGYLDOUHVLVWDQFHSURILOHRIHGJHYLDODWq&RIWKH
VKHOIWHPSHUDWXUHDQG3DRIWKHFKDPEHUSUHVVXUHLQDSUHOLPLQDU\O\RSKLOL]DWLRQUXQ  
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第4節

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の予測に基づくシミュレーション

前節で予測された乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を用い、一次乾燥の品温プ
ロファイルを予測した。一例として、シミュレーションにより予測した（−20°C, 5 Pa）
における棚端部の品温プロファイルを Fig. 21 に示す。
（−20°C, 10 Pa）で求めた乾燥
層・バイアル水蒸気移動抵抗値を用いた場合、品温プロファイルの予測値（a）は、
実測値（b）と異なる曲線となった。一方、（−20°C, 5 Pa）における乾燥層・バイア
ル水蒸気移動抵抗値を予測した場合、品温プロファイルの予測値（c）は、実測値（b）
と類似する曲線となった。
次に、
（−20°C～0°C, 5 Pa～15 Pa）の範囲の 5 条件で予測した棚端部における品温
最大値と棚中央部における一次乾燥時間を Table 4 に示す。第 1 章で（−20°C, 10 Pa）
で求めた乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を用いてシミュレーションを行った場
合、品温最大値の誤差は最大 2.5°C であった（Table 1 参照）
。一方、種々の乾燥条件
で予測した乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を用いてシミュレーションを行った
場合、品温最大値は予測値と実測値との差が 0.4°C 以内まで改善された。また、一
次乾燥時間も予測値と実測値の差が 6%以内となった。
以上の結果より、種々の棚温度ならびに庫内圧力における乾燥層・バイアル水蒸
気移動抵抗値を求めることで、シミュレーションにより品温最大値と一次乾燥時間
を高精度で予測できることを明らかにした。
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第6節

小括

種々の棚温度ならびに庫内圧力における乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を求
め、品温プロファイルを予測する新たな一次乾燥シミュレーションプログラムを作
成し、品温最大値の予測精度の改善を試みた。水蒸気移動抵抗値のモデルとして、
バイアル内の昇華面から生じる水蒸気がコールドトラップに氷着するまでの圧力抵
抗を総水蒸気移動抵抗値と定義し、昇華面と乾燥層表面との間の乾燥層水蒸気移動
抵抗値、乾燥層表面と凍結乾燥装置の庫内との間のバイアル水蒸気移動抵抗値、な
らびに凍結乾燥装置の庫内とコールドトラップとの間の庫内水蒸気移動抵抗値から
成ると仮定した。総水蒸気移動抵抗値は昇華速度の実験式、庫内水蒸気移動抵抗値
は昇華速度と庫内圧力をもとにそれぞれ求め、2 つの水蒸気移動抵抗値の差から乾
燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を予測できると推察された。10 w/v%精製白糖水溶
液を用いて予測した（−20°C, 5 Pa）の乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値は、実測
値と類似する曲線となった。さらに、
（−20°C～0°C, 5 Pa～15 Pa）の範囲の 5 条件で
予測した乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の最大値はいずれも実測値と類似した。
これらの乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を用いてシミュレーションを行い、棚
端部の品温最大値ならびに棚中央部の一次乾燥時間はそれぞれ 0.4°C と 6%以内の誤
差で予測された。さらに、一次乾燥の品温最大値を崩壊温度以下に維持し、最短の
一次乾燥時間となる最適な棚温度と庫内圧力を設定することも可能であった。
以上より、乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を予測することで、一次乾燥シミュ
レーションにおける品温プロファイルの予測精度を改善できることが明らかとなっ
た。本研究で新たに開発した一次乾燥シミュレーションプログラムは、試行錯誤で
検討を行うのではなく、短時間で効率的に最適な棚温度と庫内圧力を設定する有用
なソフトウェアとなることが期待される。
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第3章

第1節

二次乾燥シミュレーションプログラムの開発

小序

凍結乾燥の二次乾燥は、一次乾燥以上の棚温度で凍結乾燥ケーキに残存する水分
を除去する工程であり、最適な水分含量まで乾燥することで凍結乾燥製剤の保存安
定性が向上する。そのため、二次乾燥では保存安定性の優れた水分含量となる棚温
度や乾燥時間に設定するため、試行錯誤に検討しているのが現状である。本章では、
保存安定性の優れた水分含量まで乾燥する棚温度ならびに乾燥時間を迅速に設定す
ることを目的として、凍結乾燥ケーキ中の水分含量を予測する二次乾燥シミュレー
ションプログラムの開発を行った。本プログラムでは、凍結乾燥ケーキ中の水分の
脱湿が水分子の拡散に依存すると仮定し、凍結乾燥ケーキ中の水分含量を計算する
のにフィックの拡散式を用いた。任意の棚温度ならびに乾燥時間における凍結乾燥
ケーキ中の水分含量をフィックの拡散式で求めるには、初期水分量、見かけの平衡
水分量、ならびに見かけの水の有効拡散係数を決める必要がある。初期水分量は二
次乾燥を開始した時点の水分含量を測定して求められるが、見かけの平衡水分量な
らびに見かけの水の有効拡散係数は乾燥温度に依存して変化するため、任意の棚温
度で求める計算式が必要となる。また、一次乾燥ばかりでなく二次乾燥においても
棚上のバイアルの品温は不均一であり、棚端部と棚中央部で水分含量も異なる

48)

。

したがって、棚端部と棚中央部における水分含量をそれぞれ予測するには、任意の
棚温度における品温プロファイルを予測し、品温に基づき見かけの水の有効拡散係
数と見かけの平衡水分量を決める必要がある。
本研究では、凍結乾燥製剤の熱容量を求め、第 1 章に示した熱伝達速度の計算式
から種々の棚温度における品温プロファイルを予測した。この品温に基づく実験式
から見かけの水の有効拡散係数と見かけの平衡水分量を決め、フィックの拡散式よ
り棚端部と棚中央における凍結乾燥ケーキ中の水分含量を予測する二次乾燥シミュ
レーションプログラムの構築を試みた。
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第2節

二次乾燥シミュレーションプログラムの作成

第1項

二次乾燥シミュレーションの計算式

二次乾燥の水分プロファイルを予測するシミュレーションプログラムは、以下に
示す計算式で作成した。ガラスバイアルに伝達する全ての熱量は、品温上昇と一定
温度で維持するために消費されると仮定し、棚端部と棚中央部に存在するバイアル
の品温（Tb）を (3.1) 式で予測した。ここで、Tbi は二次乾燥を開始したときの品温、
Q は第 1 章第 2 節の (1.1) ～ (1.7) 式から求めた総熱伝達速度、∆t は一定時間、C
はガラスバイアル、ゴム栓、ならびに凍結乾燥ケーキから成る凍結乾燥製剤の熱容
量を示す。また、予測した品温プロファイルから一定温度に達している乾燥終点の
品温を求め、平衡品温とした。

Tb = Tbi +

n

∑ ( Q i ⋅ ∆t / C)

(3.1)

i =1

この平衡品温（Tbe）を用い、見かけの平衡水分量（We）と見かけの水の有効拡散係
。
数（Deff）を (3.2) 式と (3.3) 式から求めた（本節第 2 項ならびに第 3 項参照）
�We

= a ⋅ Tbe + b

(3.2)

ln (Deff) = a ⋅ (1 / Tbe) + b

(3.3)

平衡品温から求めた見かけの平衡水分量（We）と見かけの水の有効拡散係数（Deff）
を質量に換算し、 (3.4) 式に示すフィックの拡散式

49)

より、任意の乾燥時間におけ

る凍結乾燥ケーキ中の水分含量（Wt）を求めた。ここで、Wi は二次乾燥を開始した
時点の初期水分量、d は凍結乾燥ケーキの微細粒子の半径を示す。なお、d は 500 µm
と仮定した 24)。また、(3.4) 式は、各種水分量を凍結乾燥ケーキ全質量に対する水分
質量（% w/w）から水分質量（mg）に換算し、計算した。
2

Wt = We + (Wi − We) ⋅ 8 / π2⋅ e −Deff ⋅ t ⋅ (π / 2d)

(3.4)

上記の計算式に基づき、二次乾燥の棚温度から平衡品温を予測し、平衡品温から
43

見かけの平衡水分量ならびに見かけの水の有効拡散係数を求め、フィックの拡散式
から凍結乾燥ケーキ中の水分含量を予測する二次乾燥シミュレーションプログラム
を作成した。次項に、計算プログラム中の (3.2) 式と (3.3) 式を作成した結果を示
す。

第2項

見かけの平衡水分量と平衡品温の関係

二次乾燥の平衡品温から見かけの平衡水分量を予測する実験式を作成することを
目的として、種々の棚温度で見かけの平衡水分量と平衡品温の関係を検討した。10
w/v%精製白糖水溶液を用い、棚温度が−10°C、30°C、40°C、ならびに 50°C で求め
た棚端部及び棚中央部における見かけの平衡水分量の平方根と平衡品温の関係を
Fig. 23 に示す。この回帰直線の重相関係数（R2）は 0.99 となり、高い相関が得られ
た。したがって、任意の平衡品温における見かけの平衡水分量は (3.5) 式で示され
ることがわかった。

�We = a ⋅ Tbe + b

(3.5)

この a と b を実験で予め決めれば、任意の平衡品温で見かけの平衡水分量を予測
することができると推察された。
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第2項

凍結乾燥製剤の熱容量

二次乾燥の品温プロファイルを予測するため、ガラスバイアル、ゴム栓、ならび
に 10 w/v%精製白糖水溶液の凍結乾燥ケーキから成る凍結乾燥製剤の熱容量（C）を
検討した。まず、(3.8) 式を用い、棚温度が 55°C のときの品温プロファイル（Tb pre.）
を予測した。ここで、Tbi meas.は二次乾燥を開始したときの品温の実測値、∆t は一定
時間、Q は第 1 章第 2 節の (1.1) ～ (1.7) 式から求めた総熱伝達速度を示す。

Tb pre. = Tbi meas. +

n

∑ ( Q i / ∆t ⋅ C)

(3.8)

i =1

棚端部と棚中央部で求めた品温プロファイルの予測値（Tb pre. edge vial, Tb pre. center vial）を
予備実験で測定した品温プロファイル（Tb meas. edge vial, Tb meas. center vial）とそれぞれ比較
し、(3.9) 式で SSQ（sum of squares）が最小となる値から凍結乾燥製剤の熱容量を求
め、0.0012 kcal / °C / vial とした。

n

Minimized (SSQ) = Minimized { ∑ ( Tb pre. edge vial i − Tb meas. edge vial i)2
i =1

+

n

∑ ( Tb pre. center vial i − Tb meas. center vial i)2}

(3.9)

i =1

この凍結乾燥製剤の熱容量を (3.8) 式に入力し、種々の棚温度における総熱伝達速
度を見積もり、棚端部と棚中央部における品温プロファイルをそれぞれ予測した。

第3項

見かけの平衡水分量

棚温度が−10°C で 89 時間後に測定した棚中央部における見かけの平衡水分量なら
びに平衡品温は、それぞれ 3.6%、−6°C となった。続いて、棚温度を 55°C に加熱し、
24 時間後に測定した平衡水分量と平衡品温は、それぞれ 0.06%、52°C であった。2
つの棚温度における見かけの平衡水分量の平方根と平衡品温から成る回帰式を求め、
(3.10) 式を得た。
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�We = −0.029 ⋅ Tbe + 9.54

(3.10)

この (3.10) 式から、任意の平衡品温（Tbe）における見かけの平衡水分量（We）を
予測した。

第4項

見かけの水の有効拡散係数

棚温度が−10°C のときの棚中央部における見かけの水の有効拡散係数と平衡品温
は、それぞれ 3 x10-11 m2 / h と−6°C であった。同様に、棚温度 55°C のときの棚中央
部における見かけの水の有効拡散係数と平衡品温は、それぞれ 37 x10-11 m2 / h と 52°C
であった。2 つの棚温度における見かけの有効拡散係数と平衡品温から成る回帰式
を求め、(3.11) 式を得た。

ln (Deff) = −3814 ⋅ (1 / Tbe) + 15.4

(3.11)

この (3.11) 式から、任意の平衡品温（Tbe）における見かけの水の有効拡散係数（Deff）
を予測した。
本節では、二次乾燥中の品温プロファイルを予測し、平衡品温を求めるため、予
備実験から凍結乾燥製剤の熱容量を決めた。また、任意の平衡品温から見かけの平
衡水分量と見かけの水の有効拡散係数を求める式を作成した。次節では、これらの
パラメータを用い、二次乾燥の品温プロファイルならびに水分プロファイルの予測
精度を検討した。

49

第4節

二次乾燥の品温プロファイルのシミュレーション

Fig. 26（a）～（f）は、棚温度 30°C（a, d）、40°C（b, e）、ならびに 50°C（c, f）で
求めた品温プロファイルの予測値と実測値を示す。なお、品温プロファイルの実測
値で生じた一時的な温度上昇は、凍結乾燥装置の庫内を大気圧まで復圧し、バイア
ルを取り出す際に生じたものである。棚端部ならびに棚中央部で予測された品温プ
ロファイルは、いずれの棚温度においても実測値と類似する曲線となり、二次乾燥
終点における平衡品温の予測値と実測値の差は 1.2°C 以内であった。
また、棚温度が 50°C における平衡品温の予測値と実測値はいずれも棚端部で 44°C、
棚中央部で 47°C となり、棚上位置による平衡品温の違いも予測された。この棚上位
置による品温の違いは、一次乾燥と同様に庫壁やステンレス製の枠からの熱伝達に
より棚端部の品温が変わる“Edge vial effect”によって説明することができる 28,48)。棚
端部に存在するバイアルは、品温と棚温度、ステンレス製の枠表面の温度、ならび
に庫壁表面の温度との差に依存して熱伝達を受ける。Fig. 26（c, f）の棚温度が 50°C
の場合、庫壁表面の温度（37°C）とステンレス製の枠表面の温度（42°C）は、棚端
部における品温（44°C）より低いため、庫壁とステンレス製の枠が棚端部に置かれ
たバイアルを冷却しているものと推察された。一方、棚中央部に存在するバイアル
は、庫壁からの輻射熱が小さく、ステンレス製の枠に接しないため、棚端部より高
い品温（47°C）を示したものと推察された。
以上の結果より、二次乾燥シミュレーションの予備実験から凍結乾燥製剤の熱容
量を求めることで、種々の棚温度で棚端部と棚中央部における平衡品温をそれぞれ
予測できることが示された。次項では、平衡品温から見かけの平衡水分量と見かけ
の水の有効拡散係数を求め、フィックの拡散式から凍結乾燥ケーキ中の水分含量を
予測した。
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第5節

二次乾燥の水分プロファイルのシミュレーション

第1項

精製白糖水溶液を用いた凍結乾燥製剤

Fig. 27（a）～（f）に、棚温度が 30°C（a, d）、40°C（b, e）、ならびに 50°C（c, f）
で予測した 10 w/v%精製白糖水溶液から成る凍結乾燥ケーキ中の水分プロファイル
を示す。いずれの棚温度においても水分含量の予測値と実測値は 0.2%以内の差とな
り、二次乾燥中の水分含量を高精度で予測することができた。
また、棚温度が 50°C で二次乾燥が開始したときの棚中央部と棚端部における初期
水分量はそれぞれ 5.3%と 4.9%であり、棚端部の方が低い水分含量であった。しか
し、乾燥の途中で棚端部における水分含量は棚中央部より僅かに高くなり、棚上位
置による水分含量の違いも予測された。例えば、50°C で 10 時間乾燥した時点の棚
端部における水分含量の予測値と実測値はそれぞれ 0.51%と 0.53%となり、棚中央
部の 0.36%と 0.30%より高い水分含量となった（Data not shown）。この水分含量の違
いは、庫壁とステンレス製の枠が棚端部に置かれたバイアルを冷却し、棚端部の脱
湿速度が低下することで生じたものと推察された。
以上の結果より、種々の棚温度で平衡品温を予測し、水分含量のシミュレーショ
ンを行うことで、棚端部と棚中央部における凍結乾燥ケーキ中の水分含量を予測す
ることができた。このように品温に基づき水分含量を予測することで、棚上で最も
品温が低く、脱湿が遅いバイアルの水分含量を指標として、最適な乾燥時間を決め
られると推察された。
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第6節

小括

本研究では、バイアル中への熱伝達の計算式とフィックの拡散式を組み合わせた
二次乾燥シミュレーションプログラムを新たに作成し、凍結乾燥ケーキ中の水分含
量の予測を試みた。予備実験で測定した品温プロファイルから、凍結乾燥製剤の熱
容量を求め、総熱伝達速度を見積もることで、棚端部と棚中央部における平衡品温
をそれぞれ予測した。さらに、予備実験で測定した品温プロファイルならびに水分
プロファイルから、任意の平衡品温における見かけの平衡水分量と見かけの水の有
効拡散係数を予測する実験式を決めた。これらの式を用い、任意の平衡品温から見
かけの平衡水分量と見かけの水の有効拡散係数を求め、フィックの拡散式により 10
w/v%精製白糖水溶液から成る凍結乾燥ケーキ中の水分含量を予測した。棚温度が
30°C～50°C で予測された凍結乾燥ケーキ中の水分含量は 0.2%以内の誤差で実測値
と一致し、高精度で予測できることが示された。また、5 w/v%乳糖水和物水溶液を
用いた検証実験では、一定の棚温度において目標とする水分含量となる乾燥時間が
予測された。
以上の結果から、二次乾燥シミュレーションプログラムは、10%精製白糖水溶液
や 5%乳糖水和物水溶液から成る凍結乾燥ケーキ中の水分含量を高精度で予測可能
であることが示された。したがって、本プログラムは、試行錯誤の検討を行うこと
なく、水分含量の予測に基づき棚温度と乾燥時間を迅速に設定する有用なソフト
ウェアとなることが期待される。
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総

括

凍結乾燥は、注射剤の保存安定性を向上する有用な製造方法である。一次乾燥で
は凍結乾燥ケーキが崩壊するリスクを低減するため、品温最大値を崩壊温度以下に
維持し、二次乾燥では優れた保存安定性を示す水分含量まで乾燥し、高い品質を有
する凍結乾燥製剤を製造することが主要な研究課題である。一方、凍結乾燥工程は
数日間を要するため、極力短い凍結乾燥時間となる棚温度と庫内圧力に設定し、生
産効率を向上させることが工業化研究の課題である。したがって、シミュレーショ
ン技術により一次乾燥の品温プロファイルと二次乾燥の水分プロファイルが予測で
きれば、優れた品質を確保し、且つ最短の乾燥時間となる凍結乾燥条件を設計する
上で有用な指標となる。1980 年代に熱伝達から昇華までの一連のプロセスを数学的
に解析する一次乾燥モデル“Heat and mass transfer model”が提案されており、一次乾
燥シミュレーションに応用されてきたが、一次乾燥中の品温を高精度に予測するシ
ミュレーション技術はこれまで十分に検討されておらず、品温プロファイルに予測
誤差が生じる原因もほとんどわかっていなかった。また、二次乾燥工程においても
凍結乾燥製剤の水分含量を予測するシミュレーション技術を検討した事例は少な
かった。
以上の背景を踏まえ、3 章にわたり凍結乾燥シミュレーションプログラムの開発
に関して検討を行った。これらの結果は以下のように総括される。

1. 既存の一次乾燥モデルを参考にシミュレーションを行い、10 w/v%精製白糖水溶
液を用いて予測した一次乾燥時間は許容範囲内の誤差であったが、品温最大値は
高精度で予測できなかった。この品温最大値の予測誤差は、棚温度と庫内圧力に
依存して乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値が変わったことが原因であり、乾燥
層・バイアル水蒸気移動抵抗値を正確に求めることが重要であることを明らかと
した。また、乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の変化は、棚温度ならびに庫内
圧力に依存して Micro-collapse（微小崩壊）により乾燥層水蒸気移動抵抗値が変
わるだけでなく、庫内圧力に依存するバイアル水蒸気移動抵抗値も変わることで
生じたものと推察された。
2. 一次乾燥シミュレーションの品温最大値を高精度で予測するため、乾燥層・バイ
アル水蒸気移動抵抗値の予測を試みた。水蒸気移動抵抗値のモデルに基づき検討
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を行い、総水蒸気移動抵抗値は昇華速度の実験式、庫内水蒸気移動抵抗値は昇華
速度と庫内圧力をもとにそれぞれ予測し、その差から乾燥層・バイアル水蒸気移
動抵抗値を予測する一連の計算方法を構築した。種々の棚温度ならびに庫内圧力
で予測した乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を用いてシミュレーションを行う
ことで、棚端部における品温最大値と棚中央部における一次乾燥時間は高精度で
予測された。また、品温最大値を崩壊温度以下に維持し、最短の一次乾燥時間と
なる最適な一次乾燥条件を設定できることも確かめられた。
3. バイアルへの熱伝達速度の計算式とフィックの拡散式を組み合わせ、二次乾燥シ
ミュレーションプログラムを新たに作成した。本プログラムを用い、種々の棚温
度で品温を予測することで、10 w/v%精製白糖水溶液から成る凍結乾燥ケーキ中
の水分含量を棚端部と棚中央部で予測できることが示された。また、5 w/v%乳糖
水和物水溶液を用いた検討では、目標とする水分含量となる二次乾燥時間が予測
された。

本研究成果より、新たに開発した凍結乾燥シミュレーションプログラムは、一次
乾燥の品温プロファイルと二次乾燥の水分プロファイルを高精度に予測できること
が示された。医薬品の製剤研究では、凍結乾燥条件を設定するために試行錯誤の検
討が行われている。また、ICH Q8 51)の QbD アプローチに基づき、凍結乾燥パラメー
タのデザインスペースまたは立証された許容範囲（PAR：Proven acceptable range）
を検討する場合、多くの検討が必要となる。したがって、凍結乾燥シミュレーショ
ンプログラムを用い、一次乾燥や二次乾燥の乾燥条件について最適値や許容範囲が
予め求まれば、凍結乾燥製剤の品質を損なうことなく、最小限のヒューマンリソー
ス且つ最短の検討期間で効率的に凍結乾燥プログラムを設定できる。本研究で開発
した凍結乾燥シミュレーション技術を医薬品の製剤研究に適用することで、試行錯
誤による検討を短縮し、従来の実験を繰り返す研究手法から脱却できるものと期待
する。今後は、様々な凍結乾燥製剤の処方と凍結乾燥装置に適用を拡大し、凍結乾
燥シミュレーションプログラムの機能性を向上させる予定である。
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実験の部
第1章実験方法

1.

水の昇華実験

5 mL の精製水を 320 本の 20 mL ガラスバイアル（日本硝子産業株式会社、外径
30 mm、内径 27 mm）にそれぞれ充填し、ブチルゴム栓（D777-1、株式会社大協精
工）を半打栓した。充填後のガラスバイアルを凍結乾燥装置（DFM-09A、株式会社
アルバック）の棚に搬入した後、Table 5 の条件に従って凍結乾燥を実施した。凍結
乾燥中は棚温度ならびに品温を T 型熱電対、庫内圧力を絶対圧真空計（バラトロン


、日本エム・ケー・エス株式会社）を用いて測定した。一次乾燥が終了した後、凍

結乾燥装置の庫内を窒素により大気圧まで復圧した。凍結乾燥前のバイアルの質量
（W1）ならびに一次乾燥後の質量（W2）を測定し、バイアルの質量変化量（W1 − W2）
から昇華量の実測値（M meas.）を求めた。次に、第 1 章第 2 節の (1.1) ～ (1.9) 式か
ら昇華速度（dm/dt pre.）を求めた。この昇華速度の予測値（dm/dt pre.）を用い、(4.1)
式より一次乾燥を行った 9.5 時間までの昇華量（M pre.）を求めた。ここで、∆t は一
定時間（1 分間）を示す。

M pre. =

n

∑ ( dm/dt pre. i ⋅ ∆t)

(4.1)

i =1

棚端部と棚中央部に置かれたバイアルの昇華量の予測値（M pre.）が、実測値（M meas.）
と合うバイアル底部と棚間の平均距離（lv）を求め、種々の庫内圧力における棚熱伝
達係数（Ksh）を (4.2) 式から決めた。ここで、λg は気体の自由分子熱伝導率、lv は
棚とバイアル底部の平均距離、Lp は 1 Pa における気体分子の平均自由行程、ならび
に Pc は庫内圧力を示す。
Ksh = λg / (lv + Lp / Pc)

(4.2)
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Table 5

Lyophilization program for water sublimation test

Process
Freezing
Annealing
Re-freezing
Vacuum
Primary drying

2.

Shelf
temperature
(°C)
5
5 to −45
−45
−45 to −10
−10
−10 to −45
−45
−45
−45 to −20
−20

Rate
(°C / min)

Holding time
(h)

0.28
0.58
0.58
0.42
-

2
2
1
9.5

Chamber
pressure
(Pa)
<13.3
10
10

10 w/v%精製白糖水溶液の凍結乾燥
精製白糖（メルク株式会社）を精製水に溶解し、精製水を加えて 10 w/v%精製白

糖水溶液を調製した。5 mL の 10 w/v%精製白糖水溶液を 320 本の 20 mL ガラスバイ
アルにそれぞれ充填し、ブチルゴム栓を半打栓した。充填後のガラスバイアルを凍
結乾燥装置の棚に搬入し、Table 6 に示す凍結乾燥プログラムに従って凍結乾燥を実
施した。凍結工程では、バイアル毎の昇華速度のばらつきを減らすことを目的とし
て 52)、−10°C の棚温度でアニーリングを行った。一次乾燥工程は Table 7 に示す条件
に従い、棚温度と庫内圧力が（−20°C～0°C, 5 Pa～15 Pa）の範囲で実施した。凍結
乾燥中は棚温度、品温、ならびに庫壁温度を T 型熱電対、庫内圧力を絶対圧真空計
（バラトロン 、日本エム・ケー・エス株式会社）を用いて測定した。一次乾燥の初
期あるいは中期における棚端部の品温プロファイルから、品温最大値を求めた。ま
た、一次乾燥の後期に棚中央部の品温が棚温度付近の一定温度となり、1 時間当た
りの品温変化が 0.5°C 以内となる時間を一次乾燥終点として、一次乾燥時間を求め
た。
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Table 6

Lyophilization program for 10 w/v% sucrose solution

Process
Freezing
Annealing
Re-freezing
Vacuum
Primary drying

Shelf
temperature
(°C)
5
5 to −45
−45
−45 to −10
−10
−10 to −45
−45
−45
−45 to variable 1)
Variable 1)

Rate
(°C / min)

Holding time
(h)

0.28
0.58
0.58
Variable 1)
-

2
2
>1
Variable 2)

1) These conditions are presented in Table 7.
2) The primary drying was continued until the product temperature became unchanged.

Table 7

Primary drying conditions of lyophilization program for
10 w/v% sucrose solution

Run
#1
#2
#3
#4
#5
#6

3.

Chamber
pressure
(Pa)
<13.3
Variable 1)
Variable 1)

Shelf
temperature
(°C)
−20
−20
−20
−10
0
−8

Rate
(°C / min)
0.42
0.42
0.42
0.58
0.75
0.62

Chamber
pressure
(Pa)
5
10
15
5
5
10

乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値の計算

任意の時間における乾燥層の高さ（S）ならびに凍結層の高さ（L）は、(4.3) 式と
(4.4) 式から求めた。ここで、Lt は一次乾燥前の凍結層の高さ、∆t は一定時間（1～3
分間）、Mt は一次乾燥中に昇華する水分量を示す。dm/dt meas.は、第 1 章第 2 節の (1.1)
～ (1.9) 式から求めた昇華速度を示す。

S = Lt ⋅

n

∑ ( dm/dt meas. i ⋅ ∆t / Mt)

(4.3)

i =1

L = Lt − S

(4.4)
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次に、 (4.5) 式を用いて、一次乾燥中に測定した品温（Tb meas.）から昇華面温度（Ti
meas.）を求めた。ここで、Q meas.は第

1 章第 2 節の (1.1) ～ (1.7) 式より求めたバイ

アル総熱伝達速度、Av はバイアル内側の底面積を示す。なお、K1 は凍結体の熱伝導
率を示し、本研究では氷の熱伝導率（λi）を用いた。
Ti meas. = Tb meas. − Q meas. ⋅ L / (K1 ⋅ Av)

(4.5)

昇華面温度（Ti meas.）をアントワン式に基づく (4.6) 式に代入し、昇華面圧力（Pi meas.）
に変換し、(4.7) 式より乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値（Rpv meas.）を求めた。こ
こで、Pc meas.は凍結乾燥中に測定した庫内圧力を示す。
Pi meas. = e 6144.96 / Ti meas. + 28.911

(4.6)

Rpv meas.= (Pi meas. − Pc meas.) / dm/dt meas.

(4.7)

上記の計算を 1～3 分間の一定時間毎に各時点で繰り返し、乾燥層の高さに対する
乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値を求めた。
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4.

凍結層最大濃縮相のガラス転移開始温度測定

凍結層の最大濃縮相におけるガラス転移開始温度（Tg’onset）は、示差走査型熱量
計（DSC、株式会社パーキンエルマージャパン）により測定した。10 w/v%精製白糖
水溶液をアルミニウムパンに取り、密封した後、DSC の試料側に設置した。また、
対照側には空のアルミニウムパンを設置した。Table 8 に示すプログラムに従って
DSC を測定した後、DSC チャートから凍結層の最大濃縮相におけるガラス転移開始
温度（Tg’ onset）を求めた。

Table 8

Program of differential scanning calorimetry

Temperature
(°C)
20
20 to −50
−50
−50 to 20

Rate
(°C / min)
10
5

Holding time
(min)
10
-

62

第2章実験方法

1.

崩壊温度測定

10 w/v%精製白糖水溶液の崩壊温度は、凍結乾燥顕微鏡（Lyostat 2、Biopharma
Technology Ltd.）により測定した。約 1～2 µL の 10 w/v%精製白糖水溶液を凍結乾燥
顕微鏡のステージに滴下し、Table 9 に示す条件でステージ温度ならびに圧力を制御
した。一次乾燥の昇温中に乾燥層の外観と設定温度を記録し、乾燥層中に空隙（白
色のスポット）が観察された時点の崩壊開始温度（Tc onset）を 10 w/v%精製白糖水溶
液の崩壊温度（Tc）とした。

Table 9

Program of freeze dry microscopy

Process
Freezing
Vacuum
Primary drying

Stage
temperature
(°C)
5
5 to −45
−45
−45
−45 to −28

Rate
(°C / min)

Holding time
(min)

Pressure
(Pa)

10
1

5
-

3.3
3.3
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第3章実験方法

1.

10 w/v%精製白糖水溶液と 5 w/v%乳糖水和物水溶液の凍結乾燥
精製白糖（メルク株式会社）を精製水に溶解し、精製水を加えて 10 w/v%精製白

糖水溶液を調製した。同様に、乳糖水和物（関東化学株式会社またはメルク株式会
社）を用い、5 w/v%乳糖水和物水溶液を調製した。これらの水溶液 5 mL を 320 本
の 20 mL ガラスバイアル（日本硝子産業株式会社）にそれぞれ充填し、ブチルゴム
栓（D777-1、株式会社大協精工）を半打栓した。充填後のガラスバイアルを凍結乾
燥装置（DFM-09A、株式会社アルバック）の棚に搬入した後、Table 10 に示す条件
に従って、凍結乾燥を実施した。二次乾燥は Table 11 に示す条件に従い、棚温度が
−10°C～50°C の範囲で実施した。凍結乾燥中は棚温度、品温、ならびに庫壁温度を
T 型熱電対、庫内圧力を絶対圧真空計（バラトロン、日本エム・ケー・エス株式会
社）を用いて測定した。二次乾燥では、凍結乾燥装置の庫内を窒素により大気圧ま
で復圧し、庫内の棚中央部に置かれたバイアルを採取し、凍結乾燥ケーキ中の水分
含量を測定した。なお、10 w/v%精製白糖水溶液による検討では、棚温度が−10°C で
89 時間まで、30°C～50°C でおよそ 24 時間までの任意の乾燥時間にバイアルを採取
した。5 w/v%乳糖水和物水溶液による検討では、35°C で 4 時間経過した時点でバイ
アルを採取した。バイアルを採取した後、凍結乾燥装置の庫内を真空化し、二次乾
燥を継続した。
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Table 10

Lyophilization program

Process
Freezing
Annealing

Vacuum
Primary drying
Secondary drying

Shelf
temperature
(°C)
0~5
0 ~ 5 to −45
−45
−45 to −5
−5
−5 to −45
−45
−45
−45 to –10
−10
−10 to variable 2)
Variable 2)

Rate
(°C / min)

Holding time
(h)

0.30 ~ 0.33
0.67
0.67
0.58
Variable 2)
-

2
2
>0.5
Hold 1)
Variable 2)

1) The shelf temperature was kept at –10°C until the product temperature became unchanged.
2) These parameters are presented in Table 11.

Table 11
Run
#1
#2
#3
#4
#5

Chamber
pressure
(Pa)
<13.3 Pa
8 Pa
8 Pa
Variable 2)
Variable 2)

Secondary drying conditions of lyophilization program
Sample
10 w/v% sucrose
solution
10 w/v% sucrose
solution
10 w/v% sucrose
solution
10 w/v% sucrose
solution
5 w/v% lactose
hydrate solution

Shelf
temperature
(°C)

Rate
(°C / min)

Holding time
(h)

Chamber
pressure
(Pa)

−10

0.00

89

8 Pa

30

0.67

24

Full vacuum 1)

40

0.83

24

Full vacuum 1)

50

1.00

27

Full vacuum 1)

35

0.75

4

Full vacuum 1)

1) The chamber pressure was kept at approximately 1 Pa.

2.

見かけの平衡水分量

10 w/v%精製白糖水溶液による検討では、棚温度が−10°C～50°C で二次乾燥を終了
した時点の水分含量を測定し、見かけの平衡水分量（We meas.）とした。
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3.

見かけの水の有効拡散係数

10 w/v%精製白糖水溶液による検討では、棚温度が−10°C で二次乾燥を開始した時
点の初期水分量（Wi meas.）ならびに二次乾燥を終了した時点の平衡水分量（We meas.）
を (5.1) 式に代入し、棚温度が−10°C で 19 時間ならびに 89 時間乾燥した時点の水
分含量（Wt pre.）を求めた。ここで、t は二次乾燥時間、d は凍結乾燥ケーキの微細粒
子の半径を示す。なお、また、(5.1) 式は、凍結乾燥ケーキ全質量に対する水分質量
（% w/w）から水分質量（mg）に換算し、計算した。
2

Wt pre. = We meas. + (Wi meas. − We meas.) ⋅ 8 / π2⋅ e −Deff ⋅ t ⋅ (π / 2d)

(5.1)

水分含量の予測値（Wt pre.）と実測値（Wt meas.）を (5.2) 式に代入し、SSQ が最小と
なる値から見かけの水の有効拡散係数を求めた。

n

Minimized (SSQ) = Minimized { ∑ ( Wt pre. i − Wt meas. i)2}

(5.2)

i =1

同様に、棚温度が 30°C～50°C で SSQ が最小となる値から見かけの水の有効拡散係
数を求めた。なお、棚温度が 40°C では 4 時間乾燥した時点の水分含量を初期水分量
と仮定し、乾燥 4 時間後から 3 時間ならびに 6 時間経過した時点の水分含量に基づ
き、見かけの水の有効拡散係数を求めた。

4.

二次乾燥シミュレーションの予備実験

Table 12 に示す条件に従って、10 w/v%精製白糖水溶液または 5 w/v%乳糖水和物
水溶液を凍結乾燥した。凍結乾燥中の棚温度、品温、庫壁表面の温度、ならびにス
テンレス製の枠表面の温度は T 型熱電対を用い、庫内圧力は絶対圧真空圧計（バラ
トロン 、日本エム・ケー・エス株式会社）を用いて測定した。二次乾燥中に凍結乾
燥装置の庫内を窒素により大気圧まで復圧し、庫内の棚中央部に置かれたバイアル
を採取し、凍結乾燥ケーキ中の水分含量を測定した。なお、10 w/v%精製白糖水溶液
の検討では、棚温度が−10°C で開始時点、19 時間、89 時間、続いて 55°C で 4 時間、
66

10 時間、25 時間付近の時点でバイアルを採取した。5 w/v%乳糖水和物水溶液による
検討では、−10°C で開始時、23 時間、46 時間、続いて 55°C で 2 時間、3 時間、3.5
時間、4 時間、24 時間後にバイアルを採取した。また、−10°C で乾燥終了時の棚端
部に置かれたバイアルを採取し、凍結乾燥ケーキ中の水分含量を測定した。凍結乾
燥装置の庫内からバイアルを採取した後、凍結乾燥装置の庫内を真空化し、二次乾
燥を継続した。

Table 12

Lyophilization program for preliminary run

Process
Freezing
Annealing
Re-freezing
Vacuum
Primary drying
Secondary drying

Shelf
temperature
(°C)
0~5
0 ~ 5 to −45
−45
−45 to −5
−5
−5 to −45
−45
−45
−45 to −10
−10
−10
−10 to 55
55

Rate
(°C / min)

Holding time
(h)

0.30 ~ 0.33
0.67
0.67
0.58
1.08
1.08

2
2
>0.5
Hold 1)
89 (or 46 2))
25 (or 24 2))

Chamber
pressure
(Pa)
<13.3 Pa
8 Pa
8 Pa
8 Pa
Full vacuum 3)
Full vacuum 3)

1) The shelf temperature was kept at –10°C until the product temperature was over the shelf temperature.
2) The parameter was for the lyophilization of 5 w/v% lactose hydrate solution.
3) The chamber pressure was approximately 1 Pa.

5.

二次乾燥シミュレーションの予備実験の解析

二次乾燥シミュレーションの予備実験で測定した品温と水分含量から、凍結乾燥
製剤の熱容量、種々の平衡品温における見かけの平衡水分量と見かけの水の有効拡
散係数を求めた方法を以下に示す。

5.1. 凍結乾燥製剤の熱容量
を (5.3) 式から求めた。
ここで、
棚温度が 55°C における品温プロファイル
（Tb pre.）
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Tbi meas.は二次乾燥を開始したときの品温の実測値、Q は第 1 章第 2 節の (1.1) ～ (1.7)
式から求めた総熱伝達速度、∆t は一定時間（15 分間）
、C はガラスバイアル、ゴム
栓、ならびに凍結乾燥ケーキを含む凍結乾燥製剤の熱容量を示す。

Tb pre. = Tbi meas. +

n

∑ ( Q i / ∆t ⋅ C)

(5.3)

i =1

棚端部と棚中央部における品温プロファイルの予測値（Tb pre. edge vial, Tb pre. center vial）と
実測値（Tb meas. edge vial, Tb meas. center vial）を (5.4) 式に入力し、SSQ が最小となる値から
凍結乾燥製剤の熱容量を求めた。

n

Minimized (SSQ) = Minimized { ∑ ( Tb pre. edge vial i − Tb meas. edge vial i)2
i =1

+

n

∑ ( Tb pre. center vial i − Tb meas. center vial i)2}

(5.4)

i =1

5.2. 見かけの平衡水分量の予測
10 w/v%精製白糖水溶液による検討では、棚温度が−10°C で 89 時間、55°C で 25
時間乾燥した時点の棚中央部における品温と水分含量を測定し、平衡品温と見かけ
の平衡水分量の実測値とした。また、5 w/v%乳糖水和物水溶液による検討では、棚
温度が−10°C で 46 時間、55°C で 24 時間における棚中央部の水分含量と品温を測定
し、見かけの平衡水分量と平衡品温の実測値とした。これらの見かけの平衡水分量
（We meas. –10°C, We meas. 55°C）と平衡品温（Tbe meas. –10°C, Tbe meas. 55°C）から回帰式をそれぞ
れ求め、 (5.5) 式の a と b を決め、種々の平衡品温（Tbe）における見かけの平衡水
分量（We）を求める式を作成した。
�We = a ⋅ Tbe + b

(5.5)
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5.3. 見かけの水の有効拡散係数の予測
二次乾燥の初期水分量（Wi meas. –10°C, Wi meas. 55°C）と平衡水分量（We meas. –10°C, We meas.
55°C）を

(5.6) 式と (5.7) 式に代入し、任意の乾燥時間における水分含量（Wt pre.）を

求めた。ここで、t は二次乾燥時間、d は凍結乾燥ケーキの微細粒子の半径を示す。
なお、(5.6) 式と (5.7) 式は、凍結乾燥ケーキ全質量に対する水分質量（% w/w）か
ら水分質量（mg）に換算し、計算した。10 w/v%精製白糖水溶液による検討では、
棚温度が−10°C で 19 時間ならびに 89 時間、55°C で 4 時間、10 時間、ならびに 25
時間乾燥した時点の棚中央部における水分含量（Wt pre.）を求めた。5 w/v%乳糖水和
物水溶液による検討では、棚温度が−10°C で 23 時間ならびに 46 時間乾燥した時点
の棚中央部における水分含量（Wt pre.）を求めた。また、棚温度が 55°C では 2 時間
乾燥した時点の水分含量を初期水分量と仮定し、乾燥 2 時間後から 1 時間、2 時間、
3 時間、ならびに 23 時間経過した時点の棚中央部における水分含量（Wt pre.）を求
めた。
2

Wt pre. = We meas. –10°C + (Wi meas. –10°C − We meas. –10°C) ⋅ 8 / π2⋅ e −Deff –10°C ⋅ t ⋅ (π / 2d)
2

Wt pre. = We meas. 55°C + (Wi meas. 55°C − We meas. 55°C) ⋅ 8 / π2⋅ e −Deff 55°C ⋅ t ⋅ (π / 2d)
これらの水分含量の予測値（Wt pre.）と実測値（Wt

meas.）を

(5.6)
(5.7)

(5.8) 式に代入し、SSQ

が最小となる値から見かけの水の有効拡散係数（Deff −10°C, Deff 55°C）を求めた。
n

Minimized (SSQ) = Minimized { ∑ ( Wt pre. i − Wt meas. i)2}

(5.8)

i =1

2 つの棚温度における見かけの水の有効拡散係数（Deff −10°C, Deff 55°C）の対数と平衡品
温（Tbe −10°C, Tbe 55°C）の逆数から成る回帰式より (5.9) 式の a と b を決め、種々の平
衡品温（Tbe）における見かけの水の有効拡散係数（Deff）を求める式を作成した。
ln (Deff) = a ⋅ ln (1 / Tbe) + b

(5.9)
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6.

カールフィッシャー法による水分含量の測定

10%RH 以下の湿度環境下で、50 mg～200 mg の凍結乾燥ケーキをガラス容器に秤
量した。このガラス容器中の凍結乾燥ケーキをカールフィッシャー水分計（AQ-7、
平沼産業株式会社）に投入し、凍結乾燥ケーキ中の水分含量を測定した。測定試液
には、陰極液にアクアライト CN（平沼産業株式会社）、陽極液にアクアライト RS
（平沼産業株式会社）を使用した。
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記号（Nomenclature）

1.

一次乾燥シミュレーションプログラム

一次乾燥シミュレーションプログラムに用いた記号を以下に示す。

Ae

：ガラスバイアル外側の底面積（m2）

Ar

：ガラスバイアル上部と側面部の表面積（m2）
（At を除いたガラスバイアルの表面積）

At

：ガラスバイアル側面の表面積（m2）
（ステンレス製の枠に覆われる面積）

Av

：ガラスバイアル内側の底面積（m2）

a

：実験式の傾き

b

：実験式の切片

C

：ガラスバイアル、ゴム栓、ならびに凍結乾燥ケーキの総熱容量
（kcal / °C / vial）

dm/dt

：昇華速度（g / h / vial）

ΔHs

：氷の昇華潜熱（kcal / kg）

Ksh

：バイアル底部と棚間の熱伝達係数（kcal / (m2 ⋅ h ⋅ °C)）

Kt

：ステンレス製の枠とバイアル側面部との間の熱伝達係数
（kcal / (m2 ⋅ h ⋅ °C)）

K1

：凍結体の熱伝導率（kcal / (m ⋅ h ⋅ °C)）

L

：乾燥中の凍結層の高さ（m）

Lp

：1 Pa における気体分子の平均自由行程（m / Pa）

Lt

：乾燥前の凍結層の高さ（m）

lt

：ステンレス製の枠とバイアル側面部の平均距離（7.5 x 10-4 m と仮定）

lv

：棚とバイアル底部の平均距離（m）

max

：各種パラメータの最大値

Mt

：昇華する水分量（g / vial）

meas.

：各種パラメータの実測値

pre.

：各種パラメータの予測値
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Pc

：庫内圧力（Pa）

Pct

：コールドトラップ表面の圧力（Pa）

Pi

：昇華面圧力（Pa）

Psd

：乾燥層表面の圧力（Pa）

Q

：総熱伝達速度（kcal / h / vial）

Qr

：庫壁からバイアル上部と側面部への熱伝達速度（kcal / h / vial）

Qsh

：棚からバイアル底部への熱伝達速度（kcal / h / vial）

Qt

：ステンレス製の枠からバイアル側面部への熱伝達速度（kcal / h / vial）

Rc

：庫内水蒸気移動抵抗値（Pa ⋅ m2 ⋅ s / g）

Rp

：乾燥層水蒸気移動抵抗値（Pa ⋅ m2 ⋅ s / g）

Rpv

：乾燥層・バイアル水蒸気移動抵抗値（Pa ⋅ m2 ⋅ s / g）

Rt

：総水蒸気移動抵抗値（Pa ⋅ m2 ⋅ s / g）

Rv

：バイアル水蒸気移動抵抗値（Pa ⋅ m2 ⋅ s / g）

S

：乾燥層の高さ（m）

Tb

：バイアル底部中央の品温（°C）

Tbi

：昇華終了時の品温（°C）

Ti

：昇華面温度（°C）

Tsh

：棚温度（°C）

Tt

：ステンレス製の枠表面の温度（°C）

Tw

：庫壁表面の温度（°C）

W1

：凍結乾燥前の薬液、ガラスバイアル、ならびにゴム栓の質量（g / vial）

W2

：一次乾燥後の薬液、ガラスバイアル、ならびにゴム栓の質量（g / vial）

∆t

：任意の一定時間（h）

λi

：氷の熱伝導率（1.8 kcal / (m ⋅ h ⋅ °C)）

λg

：気体の自由分子熱伝導率（kcal / (m ⋅ h ⋅ °C)）

ψ1

：庫壁とバイアルの熱放射の輻射因子

σ

：ステファンーボルツマン定数（kcal / (m2 ⋅ h ⋅ K4)）
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2.

二次乾燥シミュレーションプログラム

二次乾燥シミュレーションプログラムに用いた記号を以下に示す。なお、一次乾
燥シミュレーションプログラムと同一の記号は省略した。

Deff

：見かけの水の有効拡散係数（m2 / h）

d

：凍結乾燥ケーキの微細粒子の半径（500 µm と仮定）

Tbe

：乾燥終了時の平衡品温（°C）

Tbi

：乾燥開始時の品温（°C）

t

：乾燥時間（h）

We

：乾燥終了時の平衡水分量（%w/w）

Wi

：乾燥開始時の初期水分量（%w/w）

Wt

：乾燥中の水分含量（%w/w）
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