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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
調理の器具を用いてインテリジェント化調理を行う調理方法であって、
（１）料理の材料又は料理の過程に関するデータを提供及び／又は入力する工程であって
、料理の材料又は料理の過程に関するデータを、材料配合と投下の要求に応じる料理の主
要材料及び補充的材料が入れられた包装物における識別用の情報を読み取ることによって
入力する工程、
（２）上記提供あるいは入力されたデータに基づいて、相応する調理のプログラムを読み
取る工程、
（３）上記（２）の調理プログラムを実施する工程、
（４）調理プログラムの実施後に出される指令に従い、前記調理の器具の自動投下システ
ムを用いて自動的に料理材料の包装物を順次開き、その時に必要とされる料理材料のみを
調理器具の鍋または容器の中に直接投下する工程、及び
（５）調理プログラムで設定されたデータ、測定し得た各初期状態のデータ、及びリアル
タイム火加減の状態に関するデータに基づいて、調理器具の加熱の仕事率あるいは燃焼の
火力を調整し、加熱の程度に対して自動的制御を行う工程であって、測定し得た各初期状
態のデータ、及びリアルタイムの火加減状態のデータを調理器具の制御装置にフィードバ
ックし、前記データを上記工程（２）において読み取られた相応する調理プログラム中の
設定値と比較することによって加熱の程度に対する自動的制御を実現する工程、
の各工程を含む調理方法。
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【請求項２】
　請求項１記載の調理方法において、上記工程（１）は、また、操作者が料理材料の関連
データを入力するプロセス、或いは必要に応じてその他のデータを入力するプロセスを含
むことを特徴とする調理方法。
【請求項３】
　請求項１記載の調理方法において、上記工程（２）における相応する料理プログラムの
読み取りは、それをメモリ媒体から読み取り、又はネットワークからダウンロードするこ
とによって完成させることを特徴とする調理方法。
【請求項４】
　請求項１記載の調理方法において、上記工程（４）における調理材料の投下は、材料の
包装物を切断すること、又は、包装物の封止部分とほかの包装部分とを相対的に移動させ
ることによって、完成させることを特徴とする調理方法。
【請求項５】
　請求項１記載の調理方法において、上記工程（５）は、調理システム中に設置された一
個又は複数のセンサーをもって、環境、熱源、調理器具や容器、熱伝導の媒質、及び調理
材料の初期状態のデータ、或いはリアルタイムの火加減状態のデータを測定し、収集する
ことを特徴とする調理方法。
【請求項６】
　請求項１記載の調理方法において、上記工程（５）は、火力を連続して調整し、あるい
は段階的調整することによって、加熱の程度に対する自動的制御を完成させることを特徴
とする調理方法。
【請求項７】
　請求項１記載の調理方法において、調理材料を反転、撹拌、取り出し、又は再び投下す
るプロセスを含むことを特徴とする調理方法。
【請求項８】
　請求項１記載の調理方法において、上記工程（４）における調理材料の投下は、一回或
いは数回に分けて完成させるものであることを特徴とする調理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術領域】
【０００１】
本発明は、調理方法に関し、特に、自動式又は半自動式の調理器具を用いて、プログラム
で調理材料の投下と調理の火加減状態を制御することによって、インテリジェント化調理
を行う方法に関する。
【従来の技術】
【０００２】
飲食は生活の中の重要な一部でありながら、日常生活の中で人に大きい悩みを与える問題
の一つでもある。調理、特に中国式の料理を作るのは、時間と苦労を要し、汚れ易く疲労
をもたらし易い。その上、その技巧はかなり掌握しにくいものである。日常生活の中、人
々は料理にかなりの時間と精力を浪費したが、その効果がよいとはいえない。これに対し
て、近年、新型の調理道具が絶えず出現している。例えば自動電気炊飯器、自動圧力釜、
電子レンジ、電気オーブン、油揚げ機、自動スープ製造機、自動豆乳機、自動牛乳加熱機
などがある。これらの新型の調理器具及びこれらを使用する調理方法は、日常生活中の調
理に関する問題の一部を解決した。しかし、全般的に見ると、これらの調理器具はすべて
単にある側面の簡単な調理問題を解決する器具にすぎない。調理、特に中国式調理の精髄
を表す核心的な内容の実現、例えば、各種の基本的な調理技法、調理の火加減のダイナミ
ックな制御、各種調理の基本的操作方法などについては、上記調理器具は殆ど役に立たな
い。つまり、人々を調理の困難と苦労から実際に解放するとはいえない。調理の問題を根
本的に解決するためには、人の手作業の代わりに、自動式あるいは半自動式の調理器具を
使用しなければならない。また、その調理器具を用いてインテリジェント化調理方法を用
いて、各種の基本的調理技法、例えば、炒める技法、熱した油でさっと揚げる技法、煎る
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技法、油で揚げる技法、焼く技法、とろ火で煮詰める技法、あんかけ技法、湯でさっと茹
でる技法、煮込む技法、蒸す技法、炒めてからくずあんをかける技法などを自動的或いは
半自動的に実現しなければならない。これによって、料理の様式、材料の選択と用意、材
料の調合、材料の分量、調理デバイス、及び調理の環境などの要素の変化に応じて、自動
的又は半自動的にインテリジェント化調理の火加減の制御、および異なる料理に対する基
本的操作を実現できる。このような調理方法では、人々は苦労せずに、専門の調理士によ
って調理されたような美味しな料理を味わうことができて、生活の質を大いに高めること
ができる。
【０００３】
中国特許出願00108292.2号は、自動化電熱調理方法を開示する。当該調理方法においては
、制御用のデータを提供し、複数の食品、複数の煮込程度基準の設定と食品の内部温度と
を比較し、複数の食品の中から一種の食品を選定し、設置された多数の煮込程度基準の中
から一種の煮込程度基準を選定し；上記制御用のデータによって一定煮込程度に達した時
の内部温度を測定し、また、食品の内部温度が右煮込時の内部温度に達する時、これを表
示する。しかし、実際には、当該特許出願の方法は、食品、特に肉類の食品に対する火あ
ぶり方法に関するものに過ぎず、調理材料の自動的投下の問題や調理の過程における火力
の調節の問題を考慮していない。これに対して、中国式調理において、適切に火力を制御
することは、料理の口当たりにかなり重要な役割を果たすのである。
【０００４】
また、中国特許出願01107447.7号は、全自動インテリジェント化調理方法を開示する。当
該調理方法においては、それぞれの料理に一個の名称コードに対応するコードを付し、具
体的な料理の条件に応じて、所謂専門家の調理データベースから調理プログラムを選び出
し；入力装置によって調理プログラムのコードを読み取り、当該料理の必要な具や調味料
などを投下装置に入れ；中央制御装置はその読み取った調理プログラムのコードに基づい
て、相応する調理プログラムを実行し、調理装置をスタートさせて制御しその調理の自動
的完成をコントロールする。この調理方法は、料理材料の包装物の上にある料理コードを
入力することによって、必要な調理プログラムを選定することについて言及するが、料理
材料の包装物を開けて、自動的に材料を投下する方法を提供していない。その包装物上の
料理コードは相応する調理プログラムを選び出すためのものに過ぎず、手で包装物中の料
理材料をその投下装置の中に入れる必要がある。そのほか、当該調理方法には、火加減の
状態を測量するプロセス、及びリアルタイムで加熱の仕事率と火力に対して自動的調節と
火加減の制御を行うプロセスもない。しかしながら、これらのプロセスは料理の調理、特
に中国式の料理の調整にとって、非常に重要なものである。
【０００５】
今、市場に出されている電子レンジなどの調理器具は、数十種類の調理プログラムを内蔵
する。宣伝資料によれば、これらの器具は、中国における数種の主要な地方料理系統に属
する料理をも作れるという。しかし、電子加熱は、中国式の調理乃至多くの洋式の調理に
適するか否かという問題があり、又、料理材料を自動的に順序よく数回に分けて投下し、
撹拌するという調理の基本的な操作機能を実現できないという重大な欠陥がある。しかも
、火加減の制御に限って、料理の種類、材料および処理が千差万別なので、火加減に対す
る要求もそれぞれ異っており、決して地方料理系統や類別によって編成したわずか数十種
のプロセスで満足できるものではない。
【０００６】
中国特許出願01107447.7号は、さらに一歩進んで、一種の料理に一つのプログラムを対応
させることを提示したが、やはり実際の調理要求を満足させない。というのは、たとえ同
じ料理、例えば「魚香肉絲」、であっても、選定材料の相異（例えばヒレ肉とハム肉）、
処理方法の相異（例えば縦に切るか、横に切るか、また切断片が大きいか小さいか等）、
料理材料の重量の相異等が、いずれもそれぞれ個別の火加減の制御と操作の要求をもたら
すことになるからである。つまり、たとえ同じ「魚香肉絲」の調理プログラムを用いてそ
れを調理するとしても、上記各要素の相異のため、異なる調理の効果をもたらすことにな
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ってしまう。したがって、一種の調理方法でも多数のプログラムを必要とする可能性があ
り、少なくとも多数のサブプログラムを必要とする。こうしたプログラムの中には、上記
異なる火加減の制御と操作に関する内容がなければならない。しかし、たとえかかるステ
ップを成し遂げたとしても、まだ充分とはいえない。なぜならば、環境の相異（例えば冬
か夏か、熱の放熱速度が速いか遅いか）、料理材料の初期状態の相異（例えば市場より購
入後直ちに調理するか、それとも冷蔵庫の中から取り出した後に調理するか）、及び調理
の条件相異（例えば供給ガスの圧力の相異、熱供給源の相異）などが、いずれも火加減に
異なる影響をもたらすからである。これらの問題を解決するため、必ず環境、熱源、調理
器具、熱伝導媒質と料理材料の初期状態、及びリアルタイム火加減の状態等に対して、測
定・フィードバック等の処理を行わなければならず、且つ加熱の程度に対して自動的調節
を行わなければならず、これによって、動態的な火加減の自動制御を実現することができ
る。上記目的に応じて、調理のプログラム中においても、必ずこれと関連する内容を含ま
なければならない。
【本発明の内容】
【０００７】
本発明の目的は、自動又は半自動の調理器具において、多種の調理技法を実現でき、且つ
、料理の様式、料理材料の選定及び処理、料理材料の重量と状態、熱源、熱伝導媒質、調
理デバイス、環境、及び達そうとする調理の効果（例えば味わいの好み、風格、質感、熟
する程度）などの要素の相異と変化に応じて、相応するインテリジェント化自動的又は半
自動的調理の火加減制御と、相応する調理の基本的操作（例えば加熱の程度に対する調節
と制御、料理材料の投下、反転、攪拌、取り出し及び再投下等の動作）及びその組合せを
実現できるインテリジェント化調理方法を提供することである。
【０００８】
本発明の技術内容は、次の通りである。すなわち、インテリジェント化調理方法であって
、
（1）料理の材料又は調理の過程に関するデータを提供し、あるいは入力する工程；
（2）上記提供あるいは入力されたデータに基づいて、相応する調理のプログラムを調整
する工程；
（3）上記（2）の調理プログラムを実施する工程；
（4）調理プログラムの実施後に出される指令に従い、料理材料の包装物を開き、その料
理材料を調理器具の鍋または容器の中に投下する工程；及び、
（5）調理プログラムに設定されたデータ、測定し得た各初期状態のデータ、あるいはリ
アルタイム火加減の状態に関するデータに基づいて、調理器具の加熱の仕事率あるいは燃
焼の火力を調整し、加熱の程度に対して自動的制御を行う工程を含む。また、センサーを
もって、環境、熱源、調理器具や容器、熱伝導の媒質、及び料理材料等の初期状態に関す
るデータ、あるいはリアルタイムの火加減状態に関するデータを測定し、収集する工程を
も含むことができる。
【０００９】
上記各工程は、一回又は複数回行うことができるし、また、一定の順序によらずに、同時
に行うこともできる。
【００１０】
上記工程（１）において、料理材料および調理過程に関するデータの提供あるいは入力に
ついては、調整材料の包装物の上の情報を読み取ること（例えばスキャンで読み取る）、
又は、無線通信、ネットワークあるいはキーボード（キー操作）を用いて関連データを入
力することによって実現できる。料理材料の包装物上の情報は、単なる識別用の情報、例
えば、2次元のバーコードでもよい。且つ、当該識別用の情報に基づいてさらに関係する
データを入れる。入れるデータは、調理プログラム或いは調理情報のようなデータベース
でもよい。識別用の情報については、各種の料理の識別情報のみならず、料理材料の類型
、処理の特長、材料の量、及び、達成すべき調理の効果等の、各調理の操作や火加減の制
御に関する識別情報をも含み得る。この工程においては、調理材料の包装物上の識別用情
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報をスキャンで読み取ることができるし、そのほか、個人の好みや調理の必要などに応じ
て、その他の補充的データを入力することができる。
【００１１】
例えば、上記工程（１）を実現する具体的な方法は、以下のとおりである。すなわち、具
体的な材料配合と投下の要求に応じて、料理の主要材料、補充的材料及び調味料などの調
理用材料を包装物の中に入れる。その包装物の上に2次元のバーコードがある。消費者は
このような料理の配合材料が入っている包装物を購入し、それを中国特許出願03137938.9
号に記載された自動調理器、又はその他の自動式又は半自動式の調理器具の中に入れさえ
すれば、調理機は、その包装物上の2次元のバーコードにより対応する料理プログラムを
引き出し、且つ本発明の方法に従って調理を行い、求める味の料理を得ることができる。
そして、材料の選択と配合から料理の完成まで、すべての過程において工業的意味での自
動化を実現することができ、それによって人々を負担の大きい家事から解放させる。もち
ろん、操作者は自ら料理材料を配合し、包装物の中に入れ、それを本発明の方法によって
調理することができる。その料理プログラムも自分で作成することができるし、ほかの手
段によって手に入れることもできる。
【００１２】
上記工程（２）において、相応する調理プログラムは、メモリ媒体の中から読み取ること
ができる。例えば、それを調理機の制御システムのメモリ或いは外部のメモリ媒体より入
力することができ、ネットワークからダウンロードすることもできる。調理プログラムの
中に、調理技法と料理人の実際の操作経験に基づいて作られた、料理の基本的操作方法や
時間的順序等の内容を含むほか、また、初期状態及びリアルタイム火加減状態に関する検
査・測定、加熱の程度に対する自動的調整、料理の様式、材料の選択と処理、材料の量、
熱源、調理設備、環境、熱伝導媒質、料理材料の種類、及び達成しようとする調理の効果
などの要素の相異と変化に応じて行われる、加熱の程度や加熱の方式（加熱の時間、温度
の昇降速度、温度の維持、加熱の開始／一時的停止／終了等を含む）に対する自動的調整
を基礎とする自動式又は半自動式の調理火加減の制御、調理の基本的操作及びその組合せ
などに関する内容をも含む。
【００１３】
上記方法において、初期状態と火加減の状態を測定するセンサーは、自動式あるいは半自
動式調理器具あるいは調理容器に、あるいは他の関係する位置に設置された一つ又は複数
のセンサー（例えば、調理器具のケースの外に設置された環境温度のセンサー、ガス源の
所に設置された圧力/流量のセンサー）である。また、センサーには温度センサー、光学
センサー（例えば、吸光度、色、映像などを測定するセンサー）、化学成分を測定するセ
ンサー、匂いを測定するセンサー（例えば「電子式鼻」のようなもの）、及び、力学のデ
ータを測量するセンサー（例えば、柔らかさ、硬さなどを測定するセンサー、材料の疎密
度を測定するセンサー、機械・装置の作動状態を測定するセンサー）等の中の何れをも含
み得る。また、測定し得た初期状態のデータ及び火加減状態のデータは、温度のデータ、
色合いのデータ、匂いのデータ、映像のデータ、化学データ、力学データ及びその他の調
理と関係があるデータを含む。
【００１４】
上記工程（4）において、料理材料の投下は、自動式あるいは半自動式調理器具の制御シ
ステム中の調理プログラムの運用により、上記初期状態及び／又は火加減状態のテストデ
ータ、及び／又は時間などの要素に応じて確定された材料投下のタイミングに基づいて指
令を出すことによって行うものである。制御システムが出す指令は、直接又は間接に調理
器具の材料投下システムのスタート装置を制御して発する上記料理材料の包装物を開ける
指令や提示装置或いは補助装置を、操作者が材料投下システムを制御して料理材料の包装
物を開けることに提示又は協力させるという提示装置或いは補助装置に対して出す指令で
ある。料理材料の投下は、一回で完成させることができるし、数回に分けて完成させるこ
ともできる。例えば、まず材料Ａを投下、次に材料Ｂを投下、材料Ｂが一定の加熱程度に
なった時さらに材料Ｃを投下する等である。
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【００１５】
材料投下システムを利用して材料を投下する場合、材料の包装物の特徴に応じてそれを調
整することができる。例えば、カバー部分と封止部分が分かれていない包装物については
、包装物を断ち切ることによってその材料を投下することができる。また、カバー部分と
封止部分がそれぞれ分かれている包装物については、そのカバー部分と封止部分とを相対
的に運動させることによって材料の投下を完成させることができる。例えば、封止部分を
押し、引き伸ばし、或いは、それを巻いて引き伸ばす等である。ここにいうカバー部分は
、料理材料を包む包装物の部分であり、封止部分は、料理材料の包装物の封止部分である
。
【００１６】
また、本発明において、料理材料の包装物を利用して主要材料の投下を完成されるほか、
補助の投下装置を用いて材料を投下することもできる。例えば、バルブを有する材料投下
ボックスや液体ポンプシステムをもって、投下装置を補助して、固体状態或いは液体状態
の料理材料を定量的に投下する。また、水、油及びスープなどの材料の保存と投下装置を
利用して、定温的、定量的に調理中に必要な水、油及びスープを投下する。上述した補助
の投下装置による料理材料、特に補助的料理材料の投下は、調理器具の制御システムの制
御の下に自動的、又は、人工的制御で行うこともできる。また、調理器具の制御システム
の提示又は協働の下に人工的制御によって行うこともできる。さらに、上記材料の包装物
と補助投下装置を利用して材料の投下を行うという方法のほかに、人の手で一部の料理材
料を調理器具の釜或いは容器の中に投下するという人工的補助の方式もある。例えば、サ
イズが大きく包装物に入れられない材料については、人の手で投下することができる。ま
た、生卵の場合、人の手でその殻を割って中身を投下することができる。このような人工
的補助の投下は、調理操作者が自ら行うことができるし、また、調理器具の制御システム
の提示或いは協働の下に操作者が行うこともできる。
【００１７】
上記工程（５）において、加熱程度に対する自動的制御は、調理プログラムの設定時間に
基づいて、又は、測定し得た初期状態やリアルタイム状態に関するデータをリアルタイム
動態的に自動式又は半自動式調理器具の制御装置にフィードバックし、工程（２）に入れ
られた相応する調理プログラム中の設定値或いは状態のデータと比較し、また、自動式又
は半自動式調理器具の加熱仕事率、或いは燃焼の火力との関係で自動的調整を行うことに
よって、実現するものである。
【００１８】
また、上記調理方法は、料理材料の撹拌、取り出しや再投下のプロセスをも含む。こうし
た料理材料の撹拌、取り出し及び再投下については、自動式又は半自動式調理器具の制御
システムにより上記調理プログラムを実行し、上記初期状態、火加減状態のテストデータ
、及び時間などの要素に基づき操作タイミングを確定し、且つ指令を出すことにより、自
動式又は半自動式調理器具の撹拌システム、取り出しシステム及び再投下装置を通じて実
現するものである。制御システムが出す指令は、直接又は間接に調理器具の材料反転、撹
拌システム、取り出しシステム及び再投下システムを制御しそれらの操作を行わせるとい
う指令でもよく、また、プロンプト装置或いは補助装置に指令を出し、操作者が撹拌シス
テム、取り出しシステム及び再投下システムを制御しそれらを操作することに指示を与え
、又は協力させるようにしてもよい。自動式又は半自動式調理器具においては、材料反転
システム、撹拌システム、取り出しシステム及び再投下システムは、相互的に独立のシス
テムや装置でもよい、一つ或いは二つに統合したシステムでもよい。
【００１９】
実際に、本発明方法において、上述した、材料反転システム、撹拌システム、取り出しシ
ステム或いは再投下システムを利用して操作を行う方式のほかに、人工的な反転、撹拌、
取り出し或いは再投下の操作をもって補助することができる。このような人工的補助の操
作は、操作者が自らそれを行うこともできるし、調理器具の制御システムの指示或いは協
力の下にそれを行うこともできる。
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【００２０】
上記調理方法には、自動式又は半自動式調理器具の各部品の作動状態を測定するプロセス
を含むことができる。例えば、材料の投下システムの位置を測定するプロセス等である。
制御システムは、測定しえた作動状態の物理的データあるいはその変化のデータに基づい
て、自動的に駆動装置、伝動装置あるいはその他の装置の操作を制御することができる。
作動状態についての測定は、作動状態のバラメーターを測定する一つ或いは複数のセンサ
ーによって実現することもできるし、また、他の種類の測定装置、例えばテレビの測定装
置によって実現することもできる。
【００２１】
初期状態と火加減状態に対する測定は、主にリアルタイムで動態的に環境、熱源、調理器
具、熱伝導媒質及び料理材料の物理的データや化学的データ、あるいはそれらの変化のデ
ータを測定するのである。そして、測定し得たデータを制御システムに伝送することによ
って、その制御システムに適時に火加減を判断・制御させる。また、熱伝導媒質は、釜本
体、水蒸気、水、油その他の物質のいずれかでもよい。
【００２２】
上記調理方法において、加熱程度の制御は、加熱システムの仕事率、ガス流量、圧力、及
びその他の制御可能の要素を自動的に調整することによって実現するものである。加熱シ
ステムは、ガス加熱システム、電気加熱システム、電磁波加熱システム、マイクロ波加熱
システム、光波加熱システム、赤外線加熱システム及びその他のシステムのいずれかでも
よい。また、加熱システムは、釜の数と加熱仕事率の調整の必要に応じて一つあるいは複
数設置することができる。加熱程度の制御に対する自動的調整は、自動式又は半自動式調
理器具の制御システムが、調理プログラム、センサーを用いてリアルタイムに測定および
フィードバックする、初期状態と火加減状態に関する物理的データ、化学的データ、ある
いはそれらの変化のデータ、調理の時間などの要素に基づいて自動調整装置を制御するこ
とによって実現するものである。
【００２３】
このような自動調整装置は、連続して出力できる、又は段階的に作動或いは調整できる駆
動伝動装置、又は、電気或いは電磁波調整装置をもって実現することができる。例えば、
電圧、電流或いは抵抗を自動的に調整することによって加熱仕事率の調整を実現する調整
装置、二つ或いは複数の発熱量が同じ或いは同じではない発熱装置を組合して熱源とし、
各発熱装置をそれぞれ開閉することによって仕事率の調整を実現する調整装置等がある。
また、制御可能のバルブをもってそれを実現することができる。当該バルブは、制御シス
テムが提供する信号（例えば電気信号）に基づき、駆動伝動装置の駆動の下に、直接に連
続して或いは段階的にバルブのガス流量或いは圧力を調整することができる。または、そ
れぞれ開閉できる二つ或いは複数のエアパイプを有する装置でも上記機能を実現すること
もできる。その各エアパイプの通気量は同じでもよいし、同じではなくてもよい。また、
エアパイプの開閉方式は、電気或いは電磁波式（例えば電磁波バルブ）でできるし、機械
式又はその他の方式でもできる。そして、制御システムをもって各エアパイプの開閉を制
御し、単独に或いは組み合わせて二つ或いは複数の通気方式と通気量を形成して、二つ或
いは複数の異なる燃焼火力を生み出すことによって、自動的に連続して或いは段階的に加
熱仕事率や燃焼火力の調整を実現することができる。
【００２４】
火加減の制御は、調理が成功するか失敗するかを決定する最も重要な要素の一つである。
所謂火加減制御が、火に対する制御とタイミングに対する制御に分かれる。前者は、加熱
の程度に関するものであるのに対して、後者は加熱の時間、タイミングに関するものであ
る。上記調理方法において、火に対する制御は、熱伝導媒質、料理材料の初期状態や火加
減状態えをリアルタイムで正しく測定、フィードバックすること、及び、加熱仕事率や燃
焼火力の調整に基づいた加熱程度の自動的制御の方法によって解決されるものである。こ
れに対して、タイミングに対する制御は、自動式又は半自動式調理器具の制御システムが
、上記調理プログラム、センサーをもって測定しえる上記初期状態或いは火加減状態のデ
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ータ、或いはプログラムの時間に基づいて、各関係システムの作動の時間と動作のタイミ
ングに対して自動的制御を行うことによって解決されるものである。
【００２５】
上記調理方法において、また、釜の蓋を自動的に開閉するプロセスを含むこともできる。
上記釜の蓋は、制御システムが制御する自動開閉装置上に設けることができ、且つ、調理
プログラムと火加減状態のデータ及び時間などに基づいてその開閉のタイミングと開閉の
程度を確定することができる。
【００２６】
上記調理方法において、また、油の煙に対する処理を行うプロセスを含むこともできる。
これにより、環境に対する調理の汚染を減少し、台所の清潔度を高める。油の煙に対する
自動的処理を実現するために、自動式又は半自動式調理器具の全体、或いはその釜の口の
以上部分を密封或いは半密封の、開閉可能の、透明或いは不透明のコンテナーの中に置く
ことができる。且つ、当該コンテナーを、油の煙を排出或いは処理する装置に連接させる
。当該油の煙に対する排出或いは処理装置は、制御システムの指令に基づいて動作を行う
。
【００２７】
上記調理方法において、さらに、冷却するプロセスを含むこともできる。それをもって、
釜体や料理材料を直接又は間接に、速やかに冷却させることができる。そして、温度と火
加減を正確に制御する。例えば、空冷（送風）方法、水冷（冷却コイル使用）方法、或い
は直接釜の中に水を注ぐという方法などにより冷却させることもできる。
【００２８】
上記調理方法において、包装物上の識別用の情報については、バーコードのスキャンナー
、或いはその他の識別装置を用いてそれを識別することができる。その包装物は、一つの
スペース或いは複数のスペースを有するコンテナーで、カバー部分と封止部分からなるも
のでよい。料理材料は、包装部分の中に包装され、巻いて引き伸ばす方法、押して引き伸
ばす方法、或いは、包装物の封止部分とカバー部分とを分離させるその他の方法をもって
包装物を開けて、その中の料理材料を一回或いは数回にわけて開口から釜の中に落下させ
る。また、包装物は、包装部分のみによって構成されることもできる。且つ、その包装物
を破る方法（例えば断ち切る方法など）で開けることができる。
【００２９】
上記調理方法は、清浄のプロセスを含むこともできる。ここにいう清浄のプロセスは、水
で洗い流し、或いは拭き取る方法でよい。
【００３０】
上記調理方法においては、料理材料を一回で完成品に調理することもできるし、数段階に
分けて調理を行うこともできる。
【００３１】
従来の調理方法と違って、本発明の調理方法を自動式の調理器具に使用する場合、完全な
自動化により、質の高い調理を実現することができる。ユーザーが、一旦、料理の主要材
料、補助的材料及び半製品を内包する包装物を材料の自動投下システムの中に置き、調理
機をスタートして、当該調理方法を使用するとき、材料の自動投下システム上の識別装置
は、自動的に材料包装物上の識別標識を識別し、且つ識別の情報をコンピュータ或いはそ
の他の制御システムに送信する。そして、コンピュータ或いはその他の制御システムがそ
の情報に基づき相応する操作ソフトを入れて、センサーシステムに感応させ、その感応し
えた信号をコンピュータ或いはその他の制御システムに伝送することを制御する。最後に
、コンピュータ或いはその他の制御システムによって、ガス、電気或いは電磁波の加熱自
動調整システム、材料自動投下システム、材料自動撹拌システム、自動取り出しシステム
及びその他のシステムの作業を制御する。
【００３２】
調理の全過程、つまり点火、材料の投下から完成品の取り出しまで、すべては、完全に自
動的に行われるものである。自動的且つ正確に火加減を制御して、且つ主な調理技法、特
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に中国式調理の技法を実現することができるので、本調理方法は、自動的に調理を行うこ
とができるのみならず、品質が高く且つ安定した料理及びその他の食品を作ることができ
る。そして、各種の調理技法により料理材料を所望の火加減状態に加熱して、それぞれ特
殊の料理風格を実現するという目的を達することができる。
【００３３】
本調理方法を半自動式の調理器具に使用し、或いは自動式の調理器具において半自動的調
理を行う場合、一部の操作が人工によって行われる。そのとき、制御システムは、直接こ
れらの操作を制御するのではなく、調理プログラム、測定し得た初期状態、火加減状態の
データ、時間及びその他のデータに基づき、指示或いはその他の方式により、操作者の調
理に協力するのである。
【００３４】
以下、図面と具体的な実施例をあわせて、本発明についてさらに説明を行う。
【具体的な実施方式】
【００３５】
図１は、本発明の調理方法を実現する装置の一実施例を示すものである。当該装置は、釜
体、センサーシステム、ガス或いは電気、電磁波の加熱自動調整システム、料理材料の自
動投下システム、料理材料の自動反転、撹拌システムと自動取り出しシステム、及びコン
ピュータ或いはその他の制御システムから構成される。
【００３６】
図１において、センサー１０１と１０２は非接触式のセンサーである。その中、センサー
１０２は材料投下装置の支柱の上に設置され、センサー１０１は釜のカバーの裏に設置さ
れており、それらをもって、釜のカバーを開けるときと被せるときに、料理材料の温度又
はその他のパラメーターをそれぞれ測定して、コンピュータにフィードバックのデータを
提供する。センサー１０５は接触式のセンサーであり、反転、撹拌と取り出し装置のシャ
ベル状物の先端部付近に設置されており、直接釜の中の料理材料の温度などのパラメータ
ーを測定して、コンピュータにフィードバックのデータを提供する。センサー１０７は、
コンピュータにガスの流量と圧力などについてのフィードバックのデータを提供する。セ
ンサー１０６は、コンピュータに火炎の温度などについてのフィードバックのデータを提
供し、且つ火炎の燃焼状態を監視、制御する。センサー１０３は、材料の投下口に設置さ
れており、コンピュータに材料の初期状態の温度などについてのフィード・フォワードの
データを提供する。センサー１０４は、コンピュータに環境の温度などについてのフィー
ド・フォワードのデータを提供する。また、センサー１０８は、コンピュータにガス源の
流量と圧力についてのフィード・フォワードのデータを提供する。もちろん、その他の方
式のセンサーとセンサーシステムを上記各装置の代替物として、それぞれのところに設置
することにより、料理材料の火加減の状態を正しく測定する目的を達することができる。
【００３７】
図４は、本発明方法を実現するため、用いるある種の流量調整式のガス自動調整装置を示
すものである。詳しくいえば、ガスが気体進入口２０６より入り、チャンネル２０７、バ
ルブコア２１０の上のスロットルとチャンネル２０９を経て、気体出口２１６より出る。
コンピュータにより制御された電動機２０５は、ギア２１３と２１４を通じて、軸２１２
を軸方向に駆動し、スピン・イン或いはスピン・アウトさせて、押し棒２１１をもってバ
ルブコア２１０を軸方向に移動させることによって、バルブコアのスロットル口の面積を
変えて、それを通過する流量を調整する目的を達する。バルブコア２１０は、スプリング
２１７の押圧力により、常に押し棒２１１に接触している。センサー２１５は、軸２１２
の直線変位と角変位を測定する。センサー２０８は、気体出口のガス流量を測定して、コ
ンピュータにフィードバックのデータを提供して、これによって正確にガスの流量を制御
する。
【００３８】
図５と図６は、本発明方法を実現するため用いるある種の包装の態様を示すものである。
図面において、料理材料、補助的材料と半製品をそれぞれ投下の順序にしたがってプラス



(10) JP 5026081 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

チックボックス３０３の中にあるそれぞれの空間３１３の中に置く。プラスチックボック
スの上層部については、熱圧処理後のプラスチックの膜３１１をもってその口を封じる。
この熱圧膜の前の部分は舌状部３１０で、ボックスの外に伸びており、その上に棒状の突
出部３０９がある。以上と相応する投下装置が図７、図８に示されている。使用の時、プ
ラスチックボックスの熱圧膜の口を下に向けて置き、プラスチックボックスの口の枠部分
に形成した長い線状の突出部３１２を溝３０２の方向に押入れ、それを溝に沿って滑るこ
とができるようにする。そして、舌状部３１０を回転軸体３０５の上の細長い開口３１５
の中に挿入し、スプリング３１６と棒状突出部３０９を押圧係合させる。バーコードスキ
ャナー３０４は、自動的に包装物上の識別バーコードをスキャンし、且つその情報をコン
ピュータに伝送し、コンピュータは識別情報に基づきメモリ或いはネットワークより相応
する調理ソフトをロードする。また、料理材料を投下するとき、コンピュータ或いはその
他の制御システムは、電動機３１７を制御して回転軸体３０５を回転させることによって
、熱圧膜３１１とプラスチックボックス３０３とを分離させる。プラスチックボックスの
本体は前方に移動し、その中の料理材料がボックスの下にある釜の中に落ちる。また、コ
ンピュータの制御の下に回転軸体３０５が適切な位置にその回転を停止し、熱圧膜３１１
とプラスチックボックス３０３との分離が各空間３１３を進行方向に分離するスペースの
位置で停止することによって、そのときに必要とされる材料のみを釜の中に投下させるが
できる。以上のことについて、コンピュータが正確に制御を行うことに協力するため、直
線変位センサー、角変位センサー或いはその他のセンサーをインストールすることができ
る。
【００３９】
図９は、本発明方法を実現するため、用いる柔軟性のある構造を有する反転、撹拌と取り
出し装置を示すものである。同図において、電動機４６８は、錐形のギア４６９、４７０
を通じてシャベル状物４１２を駆動し、連結体４１０上の回転軸体方向に回転させる。電
動機４５７は、ウォームギヤ４５６とウォーム４５５を通じて連結体４１０を駆動し、そ
れとシャベル状物４１２とを一緒に内部スリープ４６０の軸のまわりに回転させる。電動
機４６３は、ハンガー４６５の上のギア４６２の回転を駆動し、ハンガー４６５と内部、
外部スリープ、連結体及びシャベル状物を一緒に案内軌道４６１に沿って運動させる。上
記運動の組合せによって、調理技法の必要な反転、撹拌と取り出しの動きを実現する。シ
ャベル状物と釜との間に衝突等の動きがあるとき、こうした柔軟な反転、撹拌、取り出し
装置の全体が自由に上昇することができるため、釜とシャベル状物の衝突による破損を避
け、且つシャベル状物を曲率に変化のある曲面を有する釜に適用させることができる。ま
た、電動機４７５は、ギア４７１、４７６を通じて釜７０２の回転を駆動することにより
、シャベル状物がその中に入る位置を変えて、シャベル状物の使用効果をよりよくさせる
。
【００４０】
以下、図３に示した操作の流れに従い、図１と図２に示した装置を例として、本発明の調
理方法を実現する過程について具体的に説明する。
【００４１】
図１において、本発明方法により調理を行うとき、ユーザーは、まず、市場から購入した
料理材料を内包する包装物３０３を、その熱圧膜３１１を下向けにして溝３０２の中に挿
入し、舌状部を回転軸体３０５の長細い開口の中に挿入する。その後、バーコードスキャ
ナー３０４は、包装物３０３上の識別バーコード３１４をスキャンし、且つその情報を制
御のコンピュータに伝送して、コンピュータが識別情報に基づきメモリ或いはネットワー
クより相応する調理ソフトをロードする。調理の開始時、コンピュータが信号を発して、
電磁バルブ２０４を開け、ガスは気体進入パイプ２０２より電磁波バルブ２０４を経てガ
スの自動調整システム２０３に入る。コンピュータは、センサー１０４と１０８の提供し
たフィード・フォワードのデータに基づき、電動機２０５の回転を制御して、ガスの流量
を調整する。ガスは送気パイプ２０１より加熱装置５０１に入り、自動点火装置５０２は
点火する。その後、コンピュータは、センサー１０３、１０４と１０８の提供したフィー
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ド・フォワードのデータと、センサー１０１、１０２、１０５、１０６と１０７の提供し
たフィードバックのデータに基づいてガスの流量及び各システムの作業を制御する。料理
材料を投下する必要があるとき、電動機が回転軸体３０５の回転を駆動して、熱圧膜３１
１を巻いて引き伸ばして包装物３０３とを分離させることにより、料理材料は開口のとこ
ろより釜７０２の中に落ちる。加熱保温可能の容器３０８の中に三つのルームを設けてお
り、それぞれ油、水とスープを貯蔵する。三つのパスがある電磁波３０７はそれぞれ油、
水とスープを貯蔵する三つのルームの開閉を制御する。そして、油、水とスープが、三つ
のパイプを有する複合管３０６を通じて、それぞれ釜の中に入ることができる。また、溝
３０２と釜の蓋７０１は回転軸体３０１上に設置される。図面が示すように、材料を投下
するとき、自動投下システムは下の位置にあり、釜の蓋はその上の位置にある。釜の蓋を
被せる必要があるとき、電動機４１４は軸体３０１を駆動し回転させることにより、釜の
蓋を下向きに転向させる。電動機４０４は、チェーン４１３、ギア４０６、ガイド・スク
リュー４０７を通じて軸体３０１を駆動し、それを支柱４０８に沿って下の方向に運動さ
せ、そして、材料の投下システムを最も適切な投下位置に送り、或いは釜の蓋をお釜に被
せる。材料の投下を完成するときあるいは釜の蓋を開ける必要があるとき、軸体３０１は
上方に移動して、反転、撹拌、取り出し装置が作業を行うための空間を設ける。また、シ
ャベル状物４１２は、上述したように、コンピュータ或いはその他の制御システムの制御
の下に、軸４１１をめぐる回転、軸４０９をめぐる連結体４１０と一緒の回転と、支柱４
０５に沿う上下運動の組合せによって、調理技法の必要な反転、撹拌と取り出しの動きを
実現する。最後に、反転、撹拌と取り出しシステムを釜の外に移動、或いはそれを元に戻
す必要があるとき、電動機４０１は、軟鋼の線４０２を通じて、支柱４０５を駆動しそれ
を案内溝４０３に沿って運動させる。そのほか、６０３はコンピュータの制御システムの
パネル、６０２はCDドライバ、６０４は入力キーボード、６０１はディスプレイ、及び７
０３は換気扇である。
【００４２】
図２において、２０３はガス自動調整システム、５０１は加熱器、７０３は換気扇である
。材料投下の回転軸体３０５の上の歯状の突出部が、包装物３０３上の熱圧膜に設けられ
る穴につながっており、電動機３１７が回転軸体３０５の回転を駆動し、熱圧膜を巻いて
それと包装物とを分離させることによって、料理の材料は開口から釜７０２の中に落下す
る。電動機３２５は、ギア３２６を駆動し回転させ、料理材料の自動投下装置と材料の包
装物３０３とを一緒にガイド３２７に沿って運動させて、自動投下装置を最も適切な材料
投下の位置まで送る。加熱保温可能の容器３０８の中に三つのルームを設けており、各別
に油、水、スープを貯蔵する。油、水、スープは、三つのパイプを有するパイプライン３
０６を通じて、それぞれ釜の中に入ることができる。また、溝３０２と釜の蓋７０１は回
転軸体３０１上に取り付けられる。電動機４６８は、錐体形ギア４６９、４７０を通じて
シャベル状物４１２を駆動し、連結体４１０上の回転軸体を軸にして回転させる。電動機
４５７は、ウォーム・ギヤ４５６とウォーム４５５を通じて軸を駆動して、それを内部ス
リープ４６０の軸を巡って回転させる。電動機４５７は、ウォームギヤ４５６とウォーム
４５５を通じて連結体４１０を駆動し、それとシャベル状物４１２とを一緒に内部スリー
プ４６０の軸のまわりに回転させる。電動機４６６は、リールホイール４６７を駆動して
鋼索４５９を巻き上げ、巻き戻し、内部スリープ４６０上の滑車４５８を上下の方向に運
動させ、連結体４１０、シャベル状物４１２を内部スリープ４６０と一緒に外部スリープ
４６４に沿って上下の方向に運動させる。電動機４６３は、ハンガー４６５上のギア４６
２の回転を駆動して、ハンガー４６５を内部、外部スリープ、連結体及びシャベル状物と
一緒にガイド４６１に沿って運動させる。上記運動の組合せによって、調理技法の必要な
反転、撹拌、取り出しの動きを実現する。電動機４７５は、ギア４７６を通じて釜７０２
の回転を駆動することにより、シャベル状物が釜の中に入る位置を変える。電動機７０６
は、ギア７０５、７０４を通じて釜の蓋７０１を駆動して、それを回転開閉させる。また
、釜の蓋はガイドに沿って釜のそばまで運動することができる。センサー１０９は、フレ
キシブル・ジョイント１１０のところに設置されており、釜の蓋を被せるとき、それが自
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動的センサーによって測定された位置に降下する。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は本発明の調理方法を用いる装置の一例の正面を示す概念図。
【図２】図２は本発明の調理方法を用いる装置の他の例の正面を示す概念図。
【図３】図３は本発明の調理方法の一実施例における操作の流れを示す概念図（白菜の炒
めを例とする）
【図４】図４は本発明の調理方法の一実施例において用いるガス自動調整システムの断面
を示す概念図。
【図５】図５は本発明の調理方法の一実施例において用いる包装物の側面を示す概念図。
【図６】図６は図５の包装物の俯瞰概念図。
【図７】図７は本発明の調理方法の一実施例において用いる自動投下システムの俯瞰概念
図。
【図８】図８は図７の自動投下システムの正面図。
【図９】図９は本発明の調理方法の一実施例において用いる柔軟性のある構造を有する撹
拌と引き出し装置を示す概念図。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】
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