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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食品の低圧雰囲気真空調理用に構成されたユニット式真空フライヤであって、
　気密シールされた細長い調理トンネルを有し、前記調理トンネルは、水平面に沿って上
フード部分と下ベース部分とに分離可能であり、
　さらに、前記上フード部分を前記下ベース部分から持上げる持上げ手段を有し、前記持
上げ手段は、メンテナンス及び清掃のために、前記調理トンネルの内部への容易なアクセ
スを可能にするのに使用され、
　さらに、前記上フード部分及び前記下ベース部分の接合面に配置され、前記調理トンネ
ル内の真空状態の形成及び解放に応じてシールを形成したり解除したりするように作動可
能な真空シール手段と、
　前記調理トンネル内に配置され、真空状態下の食品を、選択された調理油温度、真空チ
ャンバ圧力及び調理時間で調理するように連続的に作動可能な食品フライヤ手段と、を有
し、
　前記調理トンネルは、製品入口端部及び製品排出端部を有し、
　さらに、製品の進入及び排出を最小の空気の侵入で可能にするのに使用され、且つ、前
記入口端部及び前記排出端部の各々に配置された気密ロック部と、
　前記調理トンネルと連通した真空装置と、を有し、前記真空装置は、調理状態の食品に
よって発生した蒸気を除去すること、及び、蒸気を前記トンネルから－１４ｐｓｉ（－９
６．５ｋＰａ）程度の負圧まで排気することを連続して行う、ユニット式真空フライヤ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、減圧雰囲気において食品をフライすることに関し、特に、取外し可能なフラ
イヤシステムを囲む独立した圧力容器を必要としないユニット式フライヤ装置であって、
それ自体が圧力容器である改良されたユニット式フライヤ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　減圧雰囲気又は真空中で食品をフライする利点が、よく理解されている。調理環境が約
－１４ｐｓｉ（－９６．５ｋＰａ）絶対圧又は２８．５ｍｍＨｇ真空の範囲にある場合、
食物を低温で調理することができる。調理油又は脂が調理媒体である場合、有効温度は、
約１２０℃～約１４０℃の程度である。この温度範囲において、製品による油吸収が減少
することにより、食品内のアクリルアミドの成長が著しく減少し、製品の品質が向上する
。カラメル化に類似する非酵素褐変反応の形態であるメイラード反応も、低圧・低温のパ
ラメータの範囲内で、良好に制御される。既知のように、メイラード反応は、通常は熱の
存在下で、アミノ酸と還元糖の化学反応により生じる。高温では、好ましくないアクリル
アミドを形成することがある。
【０００３】
　この分野の作業者は、これらの利点を認識し、ポテトチップ／クリスプ等を含む種々の
食品を真空フライする装置を開発した。従来技術の真空調理装置は、一般的には、２つの
設計形態のうちのいずれか一方に従っている。第１の形態は、バッチ式調理機であり、バ
ッチ式調理機は、調理すべき製品を、真空を維持するのに十分な強度のチャンバ内に配置
し、次いで、チャンバを排気し、調理熱を所望の時間付与し、その後、真空を解除して、
チャンバを再び開くサイクルに使用される。次いで、製品を取出し、バッチ調理法におい
て、上記サイクルを普通に繰返す。結果として生じる調理済み食品は満足できるものであ
るけれども、生産量は少なく、その生産量の少なさに鑑みると、装置は割高である。チャ
ンバの清掃及びメンテナンスは面倒で、時間がかかる。この構造は、特許文献１（Ｔｉｐ
ｐｍａｎｍに１９９８年６月１６日に許可）に記載されたものに代表される。
【０００４】
　第２の形態は、圧力容器内に作動可能に配置された取外し可能なフライヤ装置であり、
かかる取外し可能なフライヤ装置は、真空フライによる連続生産を達成するように構成さ
れた設計形態である。これは、特許文献２（Ｈａｓｈｉｇｕｃｈｉ他に１９９９年１１月
２３日に許可）、特許文献３（Ｖａｎ　Ｄｅｒ　Ｄｏｅに２００５年８月１６日に許可）
、及び、特許文献４（Ｙａｎｇに１９８９年８月１日に許可）に記載されたものに代表さ
れる。圧力容器内の取外し可能なフライヤ形態は、製造コストがかかり、所定の生産能力
が与えられた工場内で大きな床面積を占めていた。これは、圧力容器の外側のメンテナン
ス領域及び外部フライヤ支持構造の必要性のためであり、フライヤは整備のためにメンテ
ナンス領域及び外部フライヤ支持構造の中に移動可能である。さらに、フライヤが圧力容
器内で作動するため、フライヤを清掃及びメンテナンスのために圧力容器から出したりそ
れに入れたりできるように、圧力容器は、その一端部に、シール可能な大きいハッチを必
要としていた。製造コスト及びかなり大きい工場作動スペースが、圧力容器内フライヤ形
態の不利な点であると認識されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５７６７４８７号明細書
【特許文献２】米国特許第５９８８０５１号明細書
【特許文献３】米国特許第６９２９８１２号明細書
【特許文献４】米国特許第４８５２４７５号明細書
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　改良されたユニット式真空フライヤの要望がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、概略的には、内部の完全真空から通常の大気圧への繰返しサイクルに耐える
ように構成されたモノコック構造の真空フライヤトンネルに関し、真空フライヤトンネル
は、作動可能な高温オイルフライヤを、気密シールされた２つのシェル部分（フード及び
ベース）の中に収容する。フードシェル部分をベースシェル部分から持上げるための持上
げ装置が設けられ、整備及びメンテナンス目的のためにフライヤへのアクセスを可能にす
する。製品入口気密ロック部及び製品出口気密ロック部が、真空フライヤトンネルの各端
部に設けられ、食品を調理するとき、かかるロック部を通して、食品がフライ処理のため
に受入れられ、排出される。トンネルに結合された真空装置は、トンネル内の蒸気雰囲気
を選択的に除去し、圧力を－１４．７ｐｓｉ（－１０１．３ｋＰａ）つまり２８ｍｍＨｇ
の実質的に完全真空まで下げる。従って、高温油フライヤはそれ自体、圧力容器であり、
従来技術のような任意の別体の外部圧力容器を必要としない。
【０００８】
　本発明の一般的な目的は、外部圧力包囲体なしに完全に作動し、整備及びメンテナンス
のための任意の外部支持構造体なしに容易に開放され、その後に閉鎖されて作動的な気密
シール状態に戻ることが可能なユニット式真空フライヤを提供することにある。
【０００９】
　本発明の別の目的は、製造するのに比較的経済的であり、圧力容器内フライヤ設計と比
較して、加工プラント内に適度な占有面積を有する、ユニット式真空フライヤを提供する
ことにある。
【００１０】
　本発明のさらなる目的は、内部真空を保持するために２つのトンネルシェル部分を確実
にシールし、長い使用期間にわたって劣化せず且つ繰返し真空サイクルに耐えるシール手
段を提供することにある。
【００１１】
　本発明のさらに別の目的は、食品の外観、油含有量及び低アクリルアミド含有量などの
利点を達成するように、食品を極低圧又は無圧雰囲気においてフライすることを可能にし
、さらに、製造して長い試用期間にわたって維持及び運転するのに経済的である真空フラ
イヤを提供することである。
【００１２】
　本発明のこれら及びその他の目的は、添付の図面と関連した好ましい実施形態の以下の
説明から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の特徴及び特性に従いこれらを実施するように製作されたユニット式真空
フライヤの１つの実施形態の斜視図である。
【図２】図１に示すユニット式真空フライヤの長手方向縦断面図である。
【図３】図２に示すフライヤ組立体の平面図である。
【図４Ａ】清掃及びメンテナンスのために上フード組立体が上昇位置にあるフライヤ組立
体の横断面図である。
【図４Ｂ】上フード組立体が下降位置にあるフライヤ組立体の横断面図である。
【図４Ｃ】フライヤの上フード組立体とパン組立体との気密結合を可能にするシール構造
の拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の原理に従ってそれを具体化するように製作されたユニット式真空フライヤ１０
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を図示し、図１、図２及び図４に示すように、ユニット式真空フライヤ１０は、気密シー
ル可能な細長い調理トンネル１１を有している。調理トンネル１１は、水平面１２に沿っ
て、上フード組立体１３とベース又はパン組立体１４とに分離可能である。真空フライヤ
１０は、支持脚１６の対を有し、図面では、３対の支持脚１６が示されている。
【００１５】
　図１に明らかに示すように、ジャッキ又はホイスト機構（持上げ機構）１７が支持脚１
６の各々の上に取付けられ、且つ、上フード組立体１３に結合されている。図４Ａ及び図
４Ｂに示すように、持上げ機構１７の各々は、電気モータ及び変速機１９によって駆動さ
れる駆動トレイン１８に結合され、持上げ機構１７は、電気モータの選択的な作動により
、上フード組立体１３をベース組立体１４に対して上昇させたり下降させたりするのに使
用される。変形例として、ケーブルプーリホイストシステムが同じ目的で使用されてもよ
い。
【００１６】
　特に図４Ｃを参照すると、調理トンネル１１のための真空シール装置２１が、上フード
組立体１３及びベース組立体１４の水平方向縁部に沿って配置されている。横方向外向き
に延びるフランジ部材２２及び２３がそれぞれ、上フード組立体１３及びベース組立体１
４の側壁の各々に堅固に固着され、対向表面を有している。エラストマーシール材２４が
、真空圧力を調理トンネル１１内に付与したり解放したりするときの繰返しの圧縮解放サ
イクルに耐えるように、対向表面の間に配置されている。シール材２４は、既知のＯリン
グ銘柄から選択されるのがよく、図示のように円形断面を有し、フランジ２２内の凹部に
部分的に着座している。図４Ｃから分かるように、シール材２４の一部分は、上フード組
立体１３及びベース組立体１４が閉じた状態にあるときにフランジ２３に係合するように
、凹部から突出している。したがって、フランジ２２及び２３が、調理トンネル１１内の
真空状態に応じて（又は、フランジ２２、２３に対して作用する図示していない機械的ク
ランプの絞り作用に応じて）互いに引かれると、エラストマーシール材２４が変形して、
上フード組立体１３とベース組立体１４との間の気密状態を形成するように機能し、かく
して、調理トンネル１１内で調理するための真空の維持を確保する。真空を解放し、フラ
ンジ２２、２４を分離して上フード組立体１３を持上げると、シール材２４は、一般的に
、その最初の状態に戻り、長い耐用年数にわたってこれを繰返す。当業者に明らかなよう
に、他の型式のシール材及び幾何学的形状を使用して、所望の気密状態を達成してもよい
。
【００１７】
　上フード組立体１３及びベース組立体１４の両方を有する細長い調理トンネル１１は、
長い耐用年数にわたり、実質的な反り、変形又は劣化なしに、－１４．７ｐｓｉ（－１０
１．３ｋＰａ）程度の低い内圧に耐えるように製作される。この目的のため、相当な厚さ
と、製造を容易にする全体的に平坦な金属パネルが、モノコック構造で採用される。図１
に明らかに示すように、横方向に延び且つ長手方向に離間した複数の剛性リブが、上フー
ド組立体１３及びベース組立体１４の両方にしっかりと固着され、真空状態下のユニット
式フライヤの作動中における金属パネルの任意の反りを規制する。
【００１８】
　製品連続調理作動中に、調理トンネル１１内の真空チャンバの低圧完全性を維持するた
めに、気密シールロック部が、製品入口端及び製品排出端に取付けられ、食品を真空チャ
ンバに受入れ、調理し、排出する。より具体的には、図１及び図２に示すように、製品入
口ロック部２７が、調理トンネル１１の左端部に作動的に取付けられ、製品排出ロック部
２８が、調理トンネル１１の右端部に作動的に取付けられている。種々の気密シールロッ
ク部の設計が存在するが、多羽根回転ロック部２７を供給端部に採用し、ダブルフラップ
ドアロック部２８を排出端部に採用している。これらの設計により、意図した機能を非常
によく発揮するが、これらの設計形態に排他的に限定されるわけではない。図２及び図３
に示すように、製品入口コンベア２９が、生のポテトスライスなどの食品を入口ロック部
２７に配送するのに使用される。製品取出しコンベア３１が、製品排出ロック部２８に隣
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部２８から受入れ、次の加工ステーションに搬送する。
【００１９】
　装置１０は、製品を調理するために連続的に作動する真空フライヤとして機能すること
を理解すべきである。この目的のために、ベース組立体１４は、この分野でよく知られて
いる仕方で作動する調理油槽及び製品搬送手段３２を収容するように構成されている。す
なわち、調理油を所望の温度に維持するために、加熱制御及び温度制御が行われ、調理中
の食品を調理油槽の中を通して進めるために、コンベア手段の速度制御が行われる。油加
熱及びポンプ組立体３６が図３に示され、それにより、調理油をベース組立体１４から導
管３７（図２）を介して排出し、フィルタ処理し、再加熱し、ベース組立体１４の中に再
循環させるのがよい。図１に示すように、複数の目視検査ポート３４が上フード組立体１
３に配置され、工場のオペレータは、調理トンネル１１に沿ういくつかの位置における調
理作動を確認することができる。
【００２０】
　図３に示すように、真空装置４１が設けられ、調理トンネル１１に取付けられているマ
ニホルド４２にダクト４０を介して接続されている。真空装置４１は、製品調理によって
発生した大量のエア、油ミスト及び湿気を調理トンネル１１から排出するように選択され
且つ設計される。さらに、真空装置４１は、調理作動中、連続的に作動し、それにより、
調理チャンバ内を約－１４．７ｐｓｉ（－１０１．３ｋＰａ）までの約－１４ｐｓｉ（－
９６．５ｋＰａ）程度の高真空に維持する。
【００２１】
　本発明の範囲を逸脱することなしに、様々な変更を本発明のユニット式真空フライヤに
行うことができることが容易に理解される。特に、当業者は、本発明による装置が、真空
装置、油処理装置、気密な製品入口ロック部及び製品出口ロック部、及びその他の構成要
素の調整及び修正に備えていることを、上述した説明から容易に理解すべきである。従っ
て、本発明の範囲は、特許請求の範囲の記載及び精神の範囲内にのみ限定される。
【符号の説明】
【００２２】
１０　ユニット式真空フライヤ
１１　調理トンネル
１２　水平面
１３　上フード組立体
１４　ベース組立体
１７　持上げ機構
２１　真空シール装置
２２、２３　フランジ部材
２４　エラストマーシール材
２７　製品入口ロック部
２８　製品排出ロック部
２９　製品入口コンベア
３１　製品取出しコンベア
３２　製品搬送手段
３６　油加熱及びポンプ組立体
４１　真空装置
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