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まえがき

社会状況や消費者のライフスタイルが目まぐるしく変化

し食生活も多様化している現在，食の世界でも今まで以上

においしさや鮮度，安心，手軽さなどあらゆる面からの付

加価値づくりが求められてきている。

今回，急速冷凍による凍結方式にて，食品を食品本来の

形で容易に保存することができる業務用急速冷凍庫「ショッ

クフリーザー」を開発した。

本稿では，ショックフリーザーの概要を紹介する。

開発の背景とポイント

２.１ 開発の背景

近年の冷凍流通食品の拡大に対応するため，食品生産者

は生産計画の実現，品質ロスの低減，オリジナル食品によ

る差別化を行いたいと考えている。特に洋菓子店，惣菜

（そうざい）店では，鮮度保持の観点から，その日に生産

したものをその日に販売する必要がある。このため必要な

ときに必要な分だけ供給できる生産方式が望まれている。

これに対応するため，急速冷凍による食品保存を業務用

厨房（ちゅうぼう）機器にて容易に行うことができるショッ

クフリーザーを開発した。

図１に本機の外観を示す。

２.２ 開発のポイント

業務用急速冷凍庫として，食品品質を劣化させない性

能を有すること。

既存機器と置換え可能な設置スペースとすること。

冷凍食品生産用凍結庫として，操作性がよいこと。

特　徴

主な特徴は次のとおりである。

庫内冷却温度－40 ℃による急速冷却方式により最大

氷結晶生成帯を高速で通過することで，食品品質劣化

を抑えた凍結ができる。

急速冷凍庫を上下 2扉構造にしたことで，食品凍結作

業を分けて行うことができる。また，内部を16段のト

レイ構成にしているので商品の出し入れが容易であり，

扉開放時の庫内温度上昇を防いでいる。

設置部分の寸法は 750mm× 845mmのため既存機器

との置換えができる。

芯（しん）温度動作モードによる食品中心部温度制御

にて食品を設定した温度で凍結できる。

操作部を上室用・下室用に分け，食品メニューナンバー，

温度表示，凍結残り時間表示，凍結状態表示などを行

い使いやすさを考慮したデザインとしている。

芯温度センサにて測定した，食品凍結パターンを30種

類記憶し，食品メニューとして登録できる。

初期温度が高い食品を凍結しても，独自の空気循環環

境により，霜付きが少なく除霜がほとんど不要である。

制御部に外部状態監視機能を搭載可能としたことで，

温度管理機能を充実させている。
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図１　ショックフリーザー（形式：USF16-2CAA）の外観
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業務用急速冷凍庫「ショックフリーザー」

仕　様

表１に本装置の仕様の一部を示す。

構　造

５.１　内部構造

図２に本体の内部構造を示す。

５.２　急速冷凍

図３に食品の凍結グラフを示す。

食品を冷却した場合，食品の表面部から温度が下がり始

め，食品内部の温度は食品の熱伝達速度により次第に低下

していく。通常－1℃から－5℃までが最大氷結晶生成帯

と呼ばれ，食品に含まれる水分が表面から凍り始め内部に

成長していく過程である。

この温度帯は，凍結潜熱によりほぼ一定温度に保たれる。

この時間が長いと，食品凍結時に氷の結晶が成長してしま

い食品内部組織構造を破壊して品質劣化が起こる。

図４は庫内トレイ 4段目の気流解析結果を示す。

本機は，庫内背面に大形蒸発器を配置し，この正面に高

静圧庫内ファンを 6台実装している。庫内ファンによる風

速 1.5m/s 以上の冷却乱流気流とアルミニウムトレイの熱

伝導作用から，最大氷結晶生成帯を高速で通過する空気循

環環境を実現する。このため食品品質の劣化を抑えた急速

凍結ができる。

図５は，本機による－40 ℃の急速凍結を実施した場合

と，－20 ℃の緩慢凍結の場合の組織比較写真を示す。

模擬食品の急速凍結による粒子は，約 50μmにて分布
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表１　ショックフリーザーの仕様
 

形　　　　　　式 

外 　 形 　 寸 　 法 

電　　　　　　源 

冷
却
仕
様 

制
　
御 

構
　
造 

230 kg 

330 L 

1,700/1,964 W（50/60 Hz） 

5～35℃ 

1,500 W 

－40～－5℃ 

HCFC22 

プロペラファン　6台 

食品メニューを30種類記憶 

外部通信機能付き 

SUS430 

2枚扉（上下） 

16段仕様，トレイピッチ　73 mm 

アジャスタ仕様（床面調整　65～95 mm） 

USF16-2CAA

 

 

質　　　　　　量 

有 効 庫 内 容 積 

消 　 費 　 電 　 力 

使 用 周 囲 温 度 

電動圧縮機 

冷却庫内温度 

冷　　　　媒 

庫内ファン 

メ　モ　リ 

外 部 出 力 

外　　　　装 

扉 

アルミニウム 
　　　トレイ 

脚 

1,885（高さ）×750（幅）×845（奥行） 
（mm） 

三相200 V  50/60 Hz　単相100 V　2系統 

操作パネル 

冷凍機 

ファンガード 

蒸発器 

主銘板 

パッキン 

フィルタ 

ファン 

芯温度センサ 
コネクタ 

ドアスイッチ 

トレイ 

ドレン 

図２　ショックフリーザーの内部構造

高温 

ショックフリーズ 

従来の冷凍スピード 

従来品の約 
2～3倍の 
速さで冷凍 

時　間 

従来品 
ショックフリーザー 

一気冷凍 

保　冷 

0℃ 

－5℃ 

温
　
度 

－30℃ 
〜

－40℃
 

図３　食品の凍結グラフ

図４　庫内トレイ4段目の気流解析結果



業務用急速冷凍庫「ショックフリーザー」

している。氷結晶組織は緻密（ちみつ）な構造のため，凍

結前の状態が保たれ解凍後の品質劣化はない。

緩慢冷凍の場合，氷結晶組織が大きく分布している。実

食品では，氷結晶が組織を破壊することがある。このため，

解凍時にドリップとして現れたり，食感を損ねたりする。

５.３ 芯温度動作モード

図６に芯温度センサを示す。

食品を確実に凍結するには，食品内部の温度を管理する

必要がある。食品の凍結を連続して行う場合，凍結終了が

分かれば効率よく装置を運用できる。

本機は，食品の凍結時に，芯温度センサを食品サンプル

に挿入し，制御部にて特定温度到達経過時間を記憶する。

希望する凍結温度に達した時点で終了表示する機能を備え

ている。製品導入初期や食品の種類・投入量を変えた場合

はこの機能を利用する。

５.４ タイマモード

図７にタイマモードの動作状態を示す。

凍結完了を時間で管理したい場合に使用する機能を備え

る。同じ食品を規定量凍結していく場合，あらかじめ芯温

度センサを用いて食品の凍結終了過程を記憶しておくこと

ができる。これにより食品に応じた凍結パターンを最大30

種類まで設定でき，食品の種類・投入量ごとに作業管理を

行うことができる。

５.５ 状態監視機能

図８に本機の状態監視システム構成を示す。

状態監視機能は，ショックフリーザーの運転状況や温度

などを外部から確認できる。出力された監視データをメモ

リに記録し後からでも確認できる。

また，記録したデータを加工してグラフ表示したり表形

式で出力することもできる。本機能により複数台のショッ

クフリーザーをまとめて監視することができる。

あとがき

業務用急速冷凍庫「ショックフリーザー」の概要につい

て記述した。

今後，冷凍ビジネスとして大形スパイラル式冷凍機，中

形機，冷凍搬送機器，解凍庫など，周辺機器の拡充に努力

する考えである。

最後に，本機開発に際し，終始ご指導・ご援助いただい

た関係各位に深く感謝の意を表す次第である。
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図５　氷結晶組織の比較
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