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はじめに
我が国の食生活は、高度経済成長とともに急激に変化し、外食産業の発展に代表されるよう
に食の社会化が進んだ。現在では、
「安心・安全・健康」を充足する料理がフードサービス業
界に求められている。このニーズに応えるために、近年、ホテルやレストラン、病院や事業所
などの集団給食施設などで新調理システムと呼ばれ、料理作りの安全性・食味・経済性を追求し、
それらをシステム化した調理の集中計画生産方式の導入が進んでいる。学校給食でもクックチ
ル方式の導入が認められており、教育委員会等の責任において施設設備や従事者の研修、衛生
管理のための必要な措置を講ずるよう定められている 1）。
本学では、平成 18 年度より生活科学科に調理師養成課程を立ち上げ、調理師の養成に取り
組んでいる。調理師養成課程では、基礎的な調理技術から大量調理まで多岐にわたる調理の知
識と技術の修得が必要とされており、大量調理の教育に当たり新調理システムのフードビジネ
ス業界での導入のされ方やその有用性について検討する必要があると考え、本研究を行った。

新調理システムの概要
新調理システムは「より厳格な食品衛生管理とメニュー計画のもと、料理素材の発注・在庫
管理から料理作りの安全性、食味、経済性を追求し、それらをシステム化した、調理の集中計
画生産方式。調理に関しては、
真空調理法、
クックチルシステム、
（クックフリーズを含む）、クッ
クサーブ、外部加工品活用という四つの調理・保存法、食品活用を単体で運用、あるいは複数
を組み合わせて運用する。
」2）と定義づけられている。従来より行われてきた通常調理におい
て調理師の経験と勘によった調理工程を、温度や時間の要素に置き換えて分析し、料理の再現
の汎用化と食品の安全な長期保存をはかり、調理の経済的合理性を追求するシステムである。
また、長期保存を可能とするために 1960 年代にアメリカで宇宙食の安全性を確保する目的で
考え出された食品の管理手法である HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）または、
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HACCP の概念に基づいた方法で衛生管理を行うことが望ましいとされている。
本報では、主としてクックチルシステムについて有用性を検討したため、クックチルシステ
ムの特徴を述べる。クックチルシステムは、食品・料理の保存法の一種で、計画的に加熱調理
した食品を急速冷却し、チルド状態で低温保存し、必要時に再加熱して消費者に提供するシス
テムをいう。食品の冷却方法の違いにより、冷風の出る急速冷却器（ブラストチラー）を用い
るブラストチラー方式と、冷却水をタンク内で回転させ、パック詰めした料理を冷却するタン
ブルチラー方式に分類される。
今回実験に用いたブラストチラー方式の基本工程を図 1 に示す。調理素材の下ごしらえと加
熱はセントラルキッチンで大量調理する。加熱終了後直ちに冷却して、チルド保存およびサテ
ライトキッチンにチルド配送する。サテライトキッチンではチルド保存の上、必要に応じて再
加熱して提供する。それぞれの工程は、
図中に示すように温度と時間で厳密に製品管理される。
調理製品の保存期間は生産と消費の日を含めて 5 日間で、ホテルパンを使用した強制冷風冷却
方式であるため、幅広いメニューへの対応が可能である。また、保存期間内での計画的な調理
品の生産が可能となり、作業工程の標準化により労働時間、コストの削減が可能である。また、
タンブルチラー方式に比較して設備投資は中規模ですむ利点がある 3）。
歴史的には、1968 年にスウェーデンの病院でブッフェ形式の料理として開発されたのが起
源とされる。その後、1977 年にイギリス保健省が衛生、安全面のガイドラインを制定、「料理
は 90 分以内に芯温 3 ℃まで冷却する。賞味期限は生産と消費の日を含め、5 日間」4）といっ
た現在にも通じる運用の基準が出来上がった。さらに、80 年代にドイツでスチームコンベク
ションオーブンが開発され、厳密な温度管理と湿度管理が可能となり、新調理システムで用い
る主要な厨房機器として普及した。スチームコンベクションオーブンは蒸し加熱をはじめ、焼
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く、ゆでる、煮る、炒める、揚げるといった加熱法が一台で可能 5）で、加熱温度が同じであ
れば同時に別メニューの調理を行うこともできる。また、1 ℃単位で庫内温度を調節すること
ができ、芯温計が装備されているため加熱状態の指標としての食品の中心温度（芯温）を把握
し、加熱の芯温コントロールが容易にできる。こうして温度管理と調理時間を組み合わせるこ
とにより、調理の標準化に必要な加熱調理の加減をデータ化し、管理することが可能となった。
アメリカ合衆国では、学校給食の 22％にクックチルあるいはクックフリーズシステムが取り
入れられているという報告 6）があり、日本では、1994 年に開業した日野フードセンターを皮
切りに、1996 年には帝国ホテル大阪が HACCP に準拠した安全な計画調理の一環としてクッ
クチルシステムを導入し、注目された 7）。

新調理システム導入例の調査
新調理システムを導入している病院、給食会社、ホテルの厨房を見学し、調理作業のシステ
ム化について調査した。
いずれの調理施設も HACCP の概念を取り入れて食品の衛生的な取り扱いを徹底し、事故を
未然に防ぐシステム化された最新の構造の厨房を擁しており、調理工程の分業が図られ、工程
ごとに区切られたパーティションを食材が順に送られ、調理品へと加工され、完成されていた。
また、一部を除いて電化システムとし、ガスコンロや回転釜を用いた通常調理の煮る、揚げ
る、蒸すといった加熱法からスチームコンベクションオーブンによる加熱に切り替えることに
より、熱効率の向上を図り、加熱温度・時間の設定により調理の標準化が図られていた。クッ
クチル、真空調理も導入されており、経済効率の良い調理が行われていた。管理栄養士および
栄養士、調理師、調理員によって整然とした分業が行われており、調理師はメニュー提案を担
当し、試行錯誤しながら新メニューのマニュアル化を図っていた。
特に K 病院では、ブラストチラーと真空調理器を駆使してクックチルと真空調理を組み合
わせ、前日調理・翌日提供のシステムを構築して業務の効率化を図り、セントラルキッチンで
大量調理した料理を病棟ごとに設置されたパントリーで再加熱して調理師が直接患者に温かい
食事を提供することを可能にするとともに、生じた余剰時間で栄養士がベッドサイドに赴き、
患者のニーズや食事の様子を把握し、QOL の向上に努めるといったチーム医療の一環を担っ
ていた 8, 9）。
以上の調査により、調理師養成に際して新調理システムの知識と技術の教育は必須であるこ
とが明らかになった。クックチルシステムでは加熱にスチームコンベクションオーブンが多く
用いられるので、まず、スチームコンベクションオーブンの加熱特性を検討するために、官能
評価法を用いてスチームコンベクションオーブン加熱製品と通常調理で調理した製品との比較
評価を行った。続いて、クックチルとクックサーブ（調理後直ちに提供）の製品を官能評価法
で比較検討した。
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実験方法
1．試料および実験機器
実験に用いた試料は、実験当日に市場より入手した食品を使用した。加熱調理には、スチー
ムコンベクションオーブン（コメットカトウ社製 CSV-G10）、急速冷却にはブラストチラー
（FMI 社製 AL-5M）を用いた。
2 ．官能評価
愛知江南短期大学生活科学科食彩コース 2 年次に在学する学生 13 名と調理学関係の教員 4
名をパネルとし、2 点嗜好試験法によって官能評価を行い、結果を解析した。
3 ．スチームコンベクションオーブンを用いた加熱法と従来法で調理した製品の比較
（1）固ゆで卵の調整と官能評価
あらかじめ室温にもどした鶏卵 20 個を穴あきホテルパンに並べ、スチームコンベクション
オーブンのスチームモードで 100℃ 13 分間加熱した。通常調理は、鶏卵 20 個を水から加熱し
て沸騰後 13 分間加熱した。両者とも加熱終了後直ちに水に取り、流水で 10 分間冷却した。外
観を比較し、殻のむきやすさを比較した。さらに縦半分に切り、卵黄・卵白の様子を比較し、
食味に関して官能評価を行い両者の品質を比較した。
（2）温泉卵の調整と官能評価
穴あきホテルパンに鶏卵 20 個を並べ、スチームコンベクションオーブンのスチームモード
で 68℃ 24 分間加熱した。通常調理は、68℃に調節したインキュベーター中で鶏卵を 24 分間
加熱した。両者とも加熱終了後直ちに水に取り、流水で 10 分間冷却した。器に割り入れ、食
味について官能評価を行い両者の品質を比較した。
（3）スクランブルエッグの調製と官能評価
スチームコンベクションオーブンによる加熱は、鶏卵 10 個、牛乳、塩、こしょう、溶かし
バター、下処理した野菜をよく撹拌し、オーブンシートを敷いたホテルパンに流し入れ、スチー
ムモードで 87℃ 7 分間加熱した。加熱終了後すぐに取り出し、ホイッパーでかきまぜ、適度
な固まりにした。通常調理は、同量の鶏卵、牛乳、塩、こしょう、野菜をよく撹拌し、フライ
パンを用いてバターで炒め、半熟状に仕上げた。外観、食味について官能評価を行い、両者の
品質を比較した。
（4）焼き鮭の調製と官能評価
塩鮭切り身（120g）15 枚を焼き魚プレートに並べ、スチームコンベクションオーブンのコ
ンビモードで 270℃ 12 分間加熱した。通常調理として、同様の試料をガスコンベクションオー
ブンで 200℃ 12 分間加熱した。やわらかさ、色、食味について官能評価を行い、両者の品質
を比較した。
（5）温野菜の調製と官能評価
ブロッコリー、ニンジン、ジャガイモ、レンコンを試料として、それぞれ一口大にそろえて
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カットし、穴あきホテルパンに並べて、スチームコンベクションオーブンのスチームモード
100℃で加熱した。加熱時間は、ブロッコリー 7 分、ニンジン 17 分、ジャガイモ 17 分、レン
コン 10 分とした。通常調理は、同様の試料を用いてブロッコリーのみ沸騰水中で 2 分 30 秒ゆ
で、
他の試料は水から加熱してニンジン・ジャガイモは 17 分間、レンコンは 10 分間ゆでた。色、
テクスチャー、食味に関して官能評価を行い、両者の品質を比較した。
（6）ポークカツの調製と官能評価
スチームコンベクションオーブンでの揚げ物は、焼パン粉にサラダオイルを混合し、これを
素材に付けて加熱するため、まず焼パン粉を調製した。できあがった焼パン粉にサラダオイル
をパン粉重量の 1/2 量混合した。下ごしらえした豚肉（120g）に、小麦粉、溶き卵、焼パン粉
を付け、網にのせてスチームコンベクションオーブンのホットモードで 200℃ 9 分間加熱した。
通常調理は、サラダオイルを 180℃に熱し、小麦粉、溶き卵、パン粉を付けた豚肉を揚げ、4
分 30 秒加熱して熱油加熱製品とした。また、揚げ油の使用前後の重量を測定し、吸油量を概
算した。色、つや、やわらかさ、ジューシーさ、総合的な食味について官能評価を行い、両者
の品質を比較した。さらに、ポークカツ１枚当たりのエネルギー量を算出し、両者を比較した。

温野菜

1

スクランブルエッグ
図2

温野菜

2

ポークカツ

スチームコンベクションオーブンを用いた調理製品

4 ．クックチル製品とクックサーブ製品の比較
（1）温野菜の保存・再加熱による品質の変化
ブロッコリー、ニンジン、ジャガイモ、レンコンをそれぞれカットし、（5）と同様の条件で
スチームコンベクションオーブンを用いて加熱調理した。加熱終了後、直ちにブラストチラー
で急冷し、24 時間 3 ℃で保存後、スチームコンベクションオーブンスチームモード 100℃、芯
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温 75℃ 1 分の条件で再加熱した。再加熱条件に関しては久保により、一般に一次加熱と同温
が理想とされているが、実際には多少高めに温度設定をし、短時間化を図るケースが多いと報
告されている 10）。

しかし、O-157 の問題が起きて以来、加熱調理は、芯温 75℃１分以上と

いわれることが多く、厚生労働省により発表された大量調理施設衛生管理マニュアル 11）でも
調理した食品の中心温度は 75℃ 1 分以上とされている。これらを考慮して本実験の再加熱条
件を決定した。再加熱と同時にクックサーブ製品を調製し、色、テクスチャー、食味について
官能評価を行い、両者の品質を比較した。
（2）ポークカツの保存・再加熱による品質の変化
（6）と同条件でスチームコンベクションオーブンを用いて加熱した。加熱終了後、直ちにブ
ラストチラーで急速冷却し、24 時間 3 ℃で保存後、スチームコンベクションオーブンホット
モード 200℃で芯温 75℃１分の条件で再加熱した。再加熱と同時にクックサーブ製品を調製し、
色、つや、やわらかさ、ジューシーさ、総合的な食味について官能評価を行い、両者の品質を
比較した。

結果と考察
1 ． スチームコンベクションオーブン加熱製品と通常調理した製品の官能評価
（1）固ゆで卵（n=15）
5 ％の危険率でスチームコンベクションオーブン加熱製品が有意に好まれた。加熱中の鶏卵
の損傷数はスチームコンベクションオーブン加熱と通常調理では同数で、それぞれ 3 個の鶏卵
にひびが入った。ゆで卵の調製では、加熱途中の損傷と、加熱後の殻の剥きやすさが食味と並
んで評価のポイントとなるが、いずれも両者間で差が認められなかった。
（2）温泉卵（n=15）
5 ％の危険率で通常調理製品が有意に好まれた。
（3）スクランブルエッグ（n=16）
外観について有意差が認められ、1％の危険率でスチームコンベクションオーブン加熱製品
が有意に好まれた。食味に関しては有意差が認められなかった。スチームコンベクションオー
ブン加熱の方はなめらかで均一な仕上がりであり、フライパンで加熱した通常料理の方はぽろ
ぽろしており、表面にのみバター風味があった。外観ではなめらかで均一な仕上がりのスチー
ムコンベクションオーブン加熱製品が好まれたが、製法上食味は均一であるため、食味の評価
は表面にのみバター風味のある通常調理法と評価が分かれたと考えられる。
（4）焼き鮭（n=14）
色、外観およびかたさについて有意差が認められ、5 ％の危険率でスチームコンベクション
オーブン加熱製品が有意に好まれた。食味については有意差が認められなかった。一般に、ス
チームとオーブンを併用したコンビ加熱の製品は、食品の水分蒸発が少なく、しっとりした軟
らかな仕上がりになる 12）。官能評価結果もこれを支持した。
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（5）温野菜（n=14）
【ブロッコリー】
色について有意差が認められ、通常調理製品が 1％の危険率で有意に好まれた。テクス
チャー、食味に関して有意差は認められなかった。
【ニンジン】
食味について有意差が認められ、スチームコンベクションオーブン加熱製品が 1％の危険
率で有意に好まれた。色、テクスチャーに関して有意差は認められなかった。
【ジャガイモ】
食味について有意差が認められ、スチームコンベクションオーブン加熱製品が 0.1％の危
険率で有意に好まれた。色、テクスチャーに関して有意差は認められなかった。
【レンコン】
色について 5 ％の危険率で通常調理製品が有意に好まれた。テクスチャーについては 1％
の危険率でスチームコンベクションオーブン加熱製品が有意に好まれた。食味に関して有意
差は認められなかった。
根菜類ではスチームコンベクションオーブン加熱製品で甘みが強く感じられた。また、レン
コンではモチモチ感が強く、明らかなテクスチャーの違いが認められた。今回は、緑色野菜と
してブロッコリーを用いたが、緑色野菜では色がおいしさに及ぼす影響が大きく、加熱中に素
材を目視できないスチームコンベクションオーブン加熱では加熱時間の設定条件に注意が必要
であることが明らかとなった。
レンコンは一部が加熱中に紫変したため、スチームコンベクショ
ンオーブン加熱製品が有意に好まれなかった。通常調理では変色を防ぐために食酢を少量添加
するのが通例であるが、スチームコンベクションオーブン加熱ではこれが不可能であるため、
下処理に工夫が必要である。
（6）ポークカツ（n=16）
色、つや、やわらかさ、ジューシーさのすべての項目について有意差が認められた。やわら
かさについては 0.1％の危険率でスチームコンベクションオーブン加熱製品が有意に好まれた。
色およびつやについては 0.1％の危険率で、ジューシーさについては 5 ％の危険率で通常調理
製品が有意に好まれた。総合的な食味では 1 ％の危険率で通常調理製品が有意に好まれた。
ポークカツ１枚当たりの概算エネルギー量はスチームコンベクションオーブン加熱製品
310kcal, 熱油加熱製品 380kcal であった。今回の実験でパン粉に混入した油量は熱油加熱製品
の吸油量の 1/2 に相当し、ポークカツ 1 枚あたりのエネルギー量を約 80％に抑えることができ
た。官能評価の総合的な食味に有意差がみられたのは、油量の違いによる触覚の影響があった
と考えられる。また、色およびつやについても油量の差が評価に現れたものと考えられる。軟
らかさに関しては高い精度で有意差がみられ、スチームコンベクションオーブン加熱のやわら
かく調理できるという調理特性が肉の調理においても明らかになった。
スチームコンベクションオーブンでのポークカツの調製は油で揚げる従来法とは大きく異な
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り、焼きパン粉の調製にひと手間がかかる。しかし、焼きパン粉は大量に一括して調製でき、
これを用いれば大量のポークカツを一度に調理することが可能である。また、焼きパン粉に混
入する油の量をコントロールすることにより、完成品のエネルギー量のコントロールが可能で
あることが明らかになった。
以上の官能評価結果を表 1 に示す。多くの調理製品と評価項目でスチームコンベクション
オーブン加熱製品が有意に好まれた。項目によっては通常調理製品が有意に好まれるケースも
認められるが、既に述べたように、加熱時間の設定や下処理の工夫によって改善が可能である。
スチームコンベクションオーブンは、加熱条件さえ適切に標準化すれば、特別な技術を持たな
くても誰でも均一な製品を一度に大量に調理することが可能であり、有用な調理機器であるこ
とを確認した。最近では、中食の普及に伴い、スチームコンベクションオーブンで調理した惣
菜（スチコン惣菜）を販売して急成長している惣菜店もあり、惣菜のキット化が望まれており 13）、
今後ますます多岐にわたり利用され、メニュー開発が進むと考えられる。
表1

スチームコンベクションオーブン加熱製品と通常調理製品の官能評価結果
調理製品

評価項目

固ゆで卵 (n=15)
温泉卵 (n=15)
スクランブルエッグ
(n=15)

食味
食味
外観
食味
色
やわらかさ
食味
色
テクスチャー
食味
色
テクスチャー
食味
色
テクスチャー
食味
色
テクスチャー
食味
色
つや
やわらかさ
ジューシーさ
総合的な食味

焼き鮭
(n=14)
ブロッコリー
(n=14)
温
野

ニンジン
(n=14)

菜

ジャガイモ
(n=14)
レンコン
(n=14)

ポークカツ
(n=16)
*

p ＜ 0.05,

**

p<0.01,

加熱法
スチームコンベクションオーブン
12*
3
13**
8
12*
12*
11
1
7
9
6
6
12*
3
11
14***
2
13**
11
0
0
15***
3
2

通常調理
3
12*
2
7
2
2
3
13**
7
5
8
8
2
11
3
0
12*
1
3
16***
16***
1
13*
14**

***

p<0.001

2 ． クックチル製品とクックサーブ製品の官能評価
（1）温野菜（n=15）
【ブロッコリー】
色、テクスチャー、食味とも有意差が認められ、0.1％の危険率でクックサーブ製品が有
意に好まれた。
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【ニンジン】
色、
テクスチャーにおいて有意差が認められ、色については 0.1％の危険率で、テクスチャー
については 1％の危険率でクックサーブ製品が有意に好まれた。食味について有意差は認め
られなかった。
【ジャガイモ】
色について有意差が認められ、0.1％の危険率でクックサーブ製品が有意に好まれた。テ
クスチャー、食味について有意差は認められなかった。
【レンコン】
色について有意差が認められ、0.1％の危険率でクックサーブ製品が有意に好まれた。テ
クスチャー、食味について有意差は認められなかった
（2）ポークカツ（n=16）
色、
つやについては 0.1％の危険率でクックサーブ製品が有意に好まれた。やわらかさ、ジュー
シーさについて有意差は認められなかった。総合的な食味に関しては 0.1％の危険率でクック
サーブ製品が有意に好まれた。
官能評価の結果を表 2 にまとめた。クックチルシステムの工程に従って加熱後急冷、チルド
保存 24 時間後に再加熱した製品は、多くの項目においてできたてのクックサーブ製品より有
意に好まれなかった結果となった。特に、視覚に訴える色やつやといった項目では顕著であっ
た。根菜類の食味について有意差は認められなかった。
クックチルシステムでの調理製品に関して栄養学的観点から肉料理の評価や、野菜のビタミ
ン残存量についての研究が行われており、チルド保存中における、牛肉中の脂肪酸組成の変化
と過酸化物価の増加についての報告 14）や、クックチルシステムを導入した病院食の野菜のビ
タミン C 残量の低下についての報告 15, 16）がある。病院食における食品中の過酸化物価の増加
表2

クックチル製品とクックサーブ製品の官能評価結果

調理製品

評価項目
色
テクスチャー
食味
色
テクスチャー
食味
色
テクスチャー
食味
色
テクスチャー
食味
色
つや
やわらかさ
ジューシーさ
総合的な食味

ブロッコリー
(n=15)
温
野

ニンジン
(n=15)

菜

ジャガイモ
(n=15)
レンコン
(n=15)

ポークカツ
(n=17)
*

p ＜ 0.05,

**

p<0.01,

***

p<0.001

クックチル
1
0
1
1
2
5
1
4
4
0
4
9
1
1
7
5
1

クックサーブ
14***
15***
14***
14***
13**
10
14***
11
11
15***
11
6
16***
16***
10
12
16***

18

調理師養成課程における大量調理実習に関する基礎研究 （第一報）

やビタミン含量の低下は問題であるが、サツマイモの総ビタミン C 量は通常調理に比較して
真空調理の方が保存中の残存量が高い 17）という報告もあり、K 病院のように真空包装した食
品を最大 95℃までの低温で調理する真空調理と組み合わせれば、改善できるものと考えられ
る。また、再加熱条件も検討の余地があり、スチームを併用したコンビモードでの再加熱は料
理の内部温度の上昇速度がオーブンに比較して大きく、加熱時間が短縮でき、水分蒸発量も
少ない 18）ため、色やテクスチャーの保持に有効と考えられる。さらに、再加熱温度も重要で、
殿塚はクックチル製品の再加熱機器と、
最適設定温度について報告している 19）。また、西原らは、
真空調理した鶏肉の湯煎での再加熱条件として 85℃での加熱製品は 75℃または沸騰に比較し
て歩留まり、面積保持率、水分、多汁性についていずれも有意に高い評価を得た 20）と報告し
ており、真空調理と併用して再加熱条件を食品ごとに検討することでクックチル製品の評価は
向上すると考えられる。
これまでに述べたようにクックチルシステムを始めとする新調理システムは、大量調理にお
いて画期的なシステムであり、今後の調理師にとって大いなる活躍の場となることが期待され
る。調理師養成課程では、新調理システムの知識・技術の教育は不可欠である。また、今回の
研究で、調理現場においてクックチルシステムと併用されていることが明らかになった真空調
理についても今後研究し、学生の指導に当たりたいと考えている。
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