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機器への応用が進んでいる︒

ホテルパンを活用したバッチ式マ

側ループコンサルティング代喪取縛役

伊藤芳規

調理機器がある︒マルチ機器のスチ

博士︵工学︶○一つ冒雲の９号の脇で豊．の﹃

としては︑熟練者の調理操作をある

力調理が１台で機能が季蒜ぞきる機

コン調理機能の焼き︑煮る︑蒸し調

チェーン店など︑均一な味覚を提

種である︵図表⑳︶︒調理容雌は間

程度再現できるようになり︑調理未

まな飲食施設で活用されているスチ

供する店舗では︑進化した加工食材

口１２２４ｍで必４×２︐１１６４

理の他︑鮒で︑妙め︑揚げ洲理と圧

飲食業におけるテクノロジーの応

ーム＆オーブン︵スチコン︶がある︒

やＩＣＴ搭載調理機器の応用は︑調

ｍで１００９︐Ｗ１５４２ｍで１５

熟着の作業範囲が広がった︒

用と作莱の改並の状況を見てみよう︒

調理方式では焼き︑煮る︑蒸し︑蒸

理労務の軽減化や調理未熟者とパー

ルチ調理機器としては︑大小さまざ

多店舗展開型飲食店の場合︑冷凍︑

し焼きと多稀雰一様な調理に応用され

冷蔵︑チルド食材とさまざまな加工

０４︵Ｄ９１４叩Ｈ１１００ｍ共
ている︒

しかし︑その進化は食材加工技術

ートリフト式フライヤーや麺ボイラ

オーブン︑ＩＨ調理機や炊飯器︑オ

としては︑コンベヤーフライヤーや

他にも︑基盤制御を応用した機器

まだ応用できない領域のようである︒

者の技や瞬時の味覚調盤などでは︑

む大型飲食施設にとって飛要な熟練

しかし︑一般飲食店やホテルを含

といえる︒

ブレージングパンの進化系調理機器

ルパン投入タイプではなく鬼惟来の

通︶となる︒スチコンの多段式ホテ

革は進んだようだ︒

の応用であり︑根本的な調理作業に

て行︐能力があり︑現存個別に嘘羽

この機種は客種加熱調理を連続し

ーなどが開発されてきた︒

機器を活用する方式は今も昔も大き

フジマックが販売している﹁バリ

め︑厨勝スペースの削唖聡化に貢献で

ひとまとめにして加熱調理できるた

されている各調理溌器をある職度︑

作業と融合する
新たな調理機器
応用させることで︑調理作業の自動

オクッキングセンター﹂という加熱

う作雛︿が︑ＩＣＴ機能を調理機器へ

個々の調理機器では︑機器に付属

化に貢献できるようになった︒効果

くは変わらない︒

従来調理職人が介在して調理を行

関しては訓理者が介在し︑各種調理

作業の軽減化を図り︑調理作業の改

食材を応用し︑下処理工程などでは

ト社員の活用範囲に貢献している︒

飲食業における
テクノロジーの現状

調理作業の見える化システムと
新たな厨房機器の応用

■｜｜■

する制御基板の進化とともに︑捌肌
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特別伶両
▲特別企画
！
鰯厨房機器の技術革新

きる︒

このようにさまざまな機能を有す
るマルチな機器であるが︑調理機器

種下処理︑注文に応じた調理作業︑

計時変化していく作業ボリュームを

にとって不可欠なポイントとしては︑

加熱調理や調理作業で活用する各

その不明確な作業の流れを見える

調理と温度管理面では︑さまざま
な料理シナリオに合わせ︑７種の調
加熱調理の途中でも︑調味や加熱加

調理機器は進化している︒機器の制

化する手法では︑訓理運営とＩＣＴ

材と調味を混載投入した後は︑加熱

せ︑ある程度再現性のある調理が行

るノウハウや調理プロセスを記憶さ

ている︒

システムの応用が水面下で進められ

ない︒

調理作業者が掌握するのは容易では

理モードを制御できる︒また調理中
減が行える点だ︒スチコン機能が劣

御基板を活用し︑調理技術者が有す

新たな飲食運営改革に
貢献するテクノロジー

のモニタリングも含め︑加熱食材の

っているというわけではないが︑食

工程は機器制御モード任せになりや

えるようになった︒

ているためか︑焼き面の焦げ付き防

る︒術生面ではＤＩＮ規格に準拠し

でリフトアップする機能も有してい

調理終了時では︑バスケットが自動

整を柔軟に行うことができる︒マル

瞬時にひらめく味覚調整や︑加熱調

力は劣るが︑調理途中でも料理人が

法では︑スチコンよりも調理戯の能

前述のバリオクッキングの調理手

活用拡大などの利点が生まれたはず

務作業の広がり︑調理技能未熟者の

調理の張り付き作業からの解放や兼

理機器の進化や加工食材の応用は︑

に作業削減化も行われた︒新たな調

調理食材では加工品の進化ととも

は︑慣れない作業者を即戦力として

調理マニュアルの主な目的の一つ

ュアルや調理マニュアルは存在する︒

独自で作成したオペレーションマニ

多店舗展開している飲食業には︑

資料提供：フジマック

。

芯温を計測できるため︑オーバーク
ッキングの防止となる︒

蒸し︑煮る調理などでは︑必要量
すい︒

止のコーティング加工や︑専用のハ

チ機能を有しながら調理者の料理感

である︒しかし︑実際の飲食店の運

シフトに組み入れることだ︒調理場

の水を自動で注水できる機能を搭載︒

ンドシャワーでの洗浄作業︑自動傾

性や技術を反映できるユニークな調

営上はなかなか収益改善ができてい

調理運営改革の鍵となる
顧客需要情報

斜機能など︑清掃時に留意した構造
理機器でああ︒

での未熟な作業者は単純な調理作業

を任され︑熟練スタッフの補助を行

ないのが実情ではないか︒

調理人の思考と技能に頼る飲食業

うことだ︒

下処理作業では︑当日や翌日向け

では︑進化版調理機器でも︑単体機
能として活用されているのみであり︑

の仕込み計画に基づき作業を行って

必要食材の不足が生じる前は︑食材

調理者思考により左右されるのが飲

何度か本誌でも記載したが︑店の

庫の確認を行い︑不足程度を確認し

いる︒繁忙時には調理補助を行い︑

売上げは︑調理作業の流れと密接に

ながら下処理︵仕込み︶作業を行っ

食店経営のようである︒

関係する︒時間ごとに変化する売上

マニュアルには各種の補助や作業

ている︒

が必要となる各種の作業や機器の運

内容が記救されている︒しかし︑実

げや販売に伴い︑調理者やスタッフ

用シナリオを容易に判断できるなら

際の作業では︑時間ごとに変化する

各種の作業内容や下処理食材の過不

ば︑新たな飲食店の改革が始まる︒

需要予測に基づいた食材発注と各

倭 ロ ‐

一

露

となっている︒

図表⑪バリオクッキングセンター
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ｉ何の食材が入荷されたのか？
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はない︒繁忙時においては︑準備食

業者以外︑容易に判断できるもので

足確認と作業数の決定などは熟練作

れている程度だと思われる︒

サイドへは１日の売上結果が報告さ

ロント業務の管理範涛であり︑厨房

ＰＯＳなどで管理する売上げは︑フ

しかし︑多くの飲食店で集計され︑

はんちゅう

材の欠損や予測量の違いにより︑調

理作業の遅れや欠品︑食材廃棄など

Ⅱ々本部に報告されている売上股歴

上げはその店の顧客ニーズであり︑

は頻繁に発生し︑収益脈保に形聯す

さまざまな運営改善の努力は行わ

日ごと︑時間ごとの特性分析をする

こそ厨房改革のポイントとなる︒売

れているが︑効果的な収益改善の対

ことで︑各時間に必要となる調理作

る︒

策は見いだされていない︒マニュア

業の業務が分かるようになる︒

手法としては︑売上げの過去履歴

ル化が進んでいるところでも︑収益

改善につながる改革がなかなか進ん

その要因は︑まず︑洲理技術者の

などで売上予測を統計的に算出する︒

︵冨○員の○胃一○四ョ匡一島Ｃ画︶ソフト

からモンテカルロシミュレーション

采配が不可欠な部分を︑顧客ニーズ

平日︑土日祝日と︑その店で提供す

でいない︒

の需要と変化予測に対応させるとい

その予測データは図中２の洲測作

るメニューや商品の出数はある程度

する作業内容を判断できる怖報が調

業の回尋える化システムへ反映される︒

う体制づくりができていないこと︒

理場に伝達されていないことである︒

システム画面情報では︑時間帯ごと

の確率で予測できる状況となる︒

これらの顧客の需要予測やそれに

に変化する料理出数の予測情報が表

そして︑各作業者が時側ごとに変化

性フ作業内容の見える化は新たな飲

示される︒調理作業者は出数予測に

庫に収納される︒

は専用容器に収納され︑各種の保管

図巾３の下処理作業エリアの食材

業を行書臥派れである︒

基づき︑冬基裡食材の準備や下処理作

食運営の改革になる︵図表︑︶︒

見える化システムを
活用した作業改革

概略ではあるが︑図表⑳では﹁作

業の見える化システムを表現した図

共に収納されるため︑食材種と収納

収納時には︑ＲＦＩＤ情報タグと

図中の１は︑売上げの源となる顧

肢は図巾２の細理作業の見える化シ

式﹂を表現した︒

客ニーズと売上符理の位世となる︒
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作業の見える化の必要性
需要に伴う食材と作業準備

人為崖理と作業の不明確
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回騨詞

ステムのシステム画而に収納情報と
して管理されている︒

調理情報を融合させた
調理機器の取り組み

調理後に食材を保温する温蔵庫は

保管食材の増減管理面では︑図中
４のオーダーエントリー︵ＯＥＳ︶

一般飲食店や社員食堂︑病院施設を

機能的には︑ヒーター加熱や熱風に

注文情報を︑図中２の調理作業の見

り︑準備食材の減管理は行えるよう

より庫内淵度を

含む大型施設でも応用されている︒

になる︒適正在庫雌より減った場合

帯に保ち︑訓理品などを保温すると

える化システムへ送信することによ

では︑見える化システムより下処理

いうものだ︒

図中２の調理作業の見える化システ

いて加熱調理を行う必要があるため︑

ている︒その場合︑計画訓理に基づ

み調理や︑前倒し調理が日々行われ

員食堂などの大中規模施設では仕込

は繰り返し行うが︑ホテル管套云や社

加熱調理時では︑注文ごとに調理

と提供時間が暖味であり︑料理の品

しかし︑この﹁適時﹂とは保管時間

り取り出し︑盛り付け提供される︒

れ︑料理提供時では適時に保管庫よ

熱調理後︑調理品は温蔵庫に保管さ

な調理品の温度を維持すること︒加

者へ料理を提供するまでの間︑温か

温蔵庫の役目は︑お客さまや喫食

〜鯛度程度の温度

作業指示が伝達される︒

ムにより︑計画的な加熱調理の指示

例えばホテルの宴会料理の場合︒

質劣化の要因になっている︒

れているかは︑図中５の調理機器よ

あらかじめ提供食数が分かっている

情報が出される︒適時に調理稼働さ

り稼働情報を図中２のシステムへ送

宴会調理では︑コールドガルニの冷

菜︑ホットガルニやメインアントレ

信する仕組みである︒

﹁調理作業の見える化システム﹂

ーの温菜類は︑宴会ごとの各種料理

各種料理は提供時間までの間︑冷

では︑調理レシピや作業分解のデジ

となる︒また︑人件費や食材費︑関

菜は冷職カートに︑温菜は温蔵カー

を提供する時間に合わせ︑最終的な

連する水光熱コストもシステム内で

トに保管され︑提供時間前では宴会

タル情報の登録は必要であるが︑登

リンクさせることにより︑管理者は

場へ運ばれ︑順次提供されている︒

調理と盛り付けが行われている︒

リアルタイムのコスト情報が一元化

宴会進行時間とともに料理が運ばれ

録後ではデータメンテナンスの範囲

管理できる環境となる︒
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鯵厨房機器の技術革新

なり︑お客さまに運ばれる料理はオ

温菜料理は最終加熱後の保温加熱と

供が遅れた料理︑特に保温している

合わせ︑料理提供も遅れていく︒提

行順に遅れが発生した場今Ｒそれに

へ通達され︑画而上ではその嘩丞蓉訓

チコン基溌より稼働情報がシステム

刻前に開始されている状況では︑ス

告されているが︑スチコン調理が時

︾癖伽されていない場合︑・赤点滅で警

スチコン調理開始時刻では︑まだ

実利益を生む作業者側への労務軽減

符理者側の業務雌減が優先されるが︑

従来ＩＴ通信装置などの活用では︑

＊＊＊

献することになる︒

合︑調理作業の新たな運営改革に貢

で開発中であるが︑実運用された場

現在このシステム温蔵庫はタニコー

ーバークッキング状態となっている︒

理は詞洲理中﹂の表示が出されてい

があってこそ本来の効果といえよう︒

れている︒

このような現象はホテルの宴会以

る︒加分後︑調理終了となり︑調理

る場合はいいが︑各種の段取りや進

外でも︑温泉旅館︑社只食堂︑病院

特に飲食業においては︑作業者の

経験値や熟練度に差異があるため︑

後皿磯り応分後に保温庫に約加分十

ｎ分︵移動時間︶スケジュールでは

均一な料理提供を一灯っためには︑マ

ニュアルの整理と人材の育成が不可

これはホテルの宴会や社員食堂の

開発を行っている事例を紹介する︒

はなく︑上記に記した提供時間の遅

機器はシステムとの通信鱈達だけで

はＩＣタグで管理されている︒脚腸

しかしながら︑禰理の見える化シス

って機能を発揮するシールであった︒

理機器や保管庫は︑調理作業者によ

従来︑装世としてのみ存在した調

欠である︒

洲理施般を対象としているが︑雌終

延時に発生する調理品劣花対策も行

テムによる管理が進む中で︑食材保

終了時の通達︑保温庫への入庫状況

システム上でも︑スチコンの調理

保温することとなる︒

給食でも同様である︒

提供時間が遅れる場合︑料理品質
に大きく影響し︑その店や施設の料
理に対する信頼を大きく損ねる︒
ふっしょく

調理で多用化されているスチーム＆

弓必要がある︒この開発事例は︑釦

そのような弊害を払拭する機器の

オープン︑そして加熱調理品を保管

管庫︑調理機器に通信機能や︑ＲＦ

スト西原701恋03‑5790‑0720画03

分のスチコン加熱時を１００％とせ

151‑0066束京都渋谷区西原1‑21‑16パラ

ＩＤ情報を応用したシステムを活用

http://loop､consultcom／事務所ｒ〒

ず︑その後の保温庫内で１００％の

ンを経て1988年ツカモト＆アソーシエイ

することにより︑新たな運営改善が

ッ郡務所(T&A）に参加･多数の飲食施
股プロジェクトに従請も９２年エーエフデ
ィーコンサルタンツ（AFD）設立参加後、
98年㈱シニリトルジャバンに入池現職
に至る。㈱ループコンサルティング

加熱洲理を行うとい︾私調理フローの

グ代表取締役、フードサービスコンサルタ
ント、Cini‑LittIeBusinessPa｢tnero照
明メーカーにて店雲F索翰デザインを学ぶ
北沢産業に入社､厨房識亜諦信義+に従詔噂
大日本拡料照明部ニッボ弛催で照明デザイ

行われていくことになる︒

１
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Ｏ底，94,門今ｒ芦立又｡B等ｄＴＨｏ引伺

機能砺例
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例えば︑スチコン加熱を訓理●加熱

‑5790‑0722

％にとどめ︑残り皿％調理を鋤分

間︵保温時間︶の低温調理で行う考
えである︵図表③１２︶︒

調理機能が増えた温藤庫では︑芯

淵センサーを含めた温嘩癒蝋卿機能︑

澗理陥り公邸時間と取り出し時間な

どの情報が機器に付属されている︒

いとうよしきく鱒ループコンサルティン

組み替えを行っている︒

図表⑭‑２
図表④−１

◇食材保管惇謂
◇芯温センサー

通信
◇低温調理機能

◇庫内食材保管

状況表示
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