
米…… 2合（360㎖）

水…… 360㎖

材料（作りやすい分量）　お米が1粒1粒立って、ツヤツヤに光った白いご飯。日本人にとって、おいしく炊け

たご飯は何よりのごちそうですね。ここではそんなご飯を炊く極意をご紹介します。

　まず、お米は“乾物”であることを頭に入れてください。乾物ですから加熱前に水を

含ませてもどす必要があります。たっぷりの水に15分浸け、ざるに上げて15分おく。

この作業を行うだけで、おいしさが違います。浸水させたお米を炊飯器で炊くときは

必ず早炊きモードで。普通モードは浸水時間をとるので、水っぽくなります。

　土鍋で炊くとき、加熱時間を「7・7・7・5・5」と覚えておきましょう。熱伝導が遅

い土鍋は中火にかけて沸くまで7分。それから沸いた状態で7分、弱火にして7分、さ

らにごく弱火にして5分、火を止めて蒸らしが5分。お米はどんな炊き方でも98℃以

上で20分加熱しないとご飯になりません。お米のでんぷんが柔らかくなって甘みが

出た状態に、ならないのです。

　そして気をつけたいのが、炊き上がった後。ほぐしてぬれ布巾をかけて、蓋を半開

きにしておきます。土鍋の蓋をしたままにしたり、炊飯器の保温モードにしておかない

でください。加熱がずっと続くことになって、味が落ちます。残ったご飯はぬれ布巾

をかぶせて早めに冷まし、食べるときに電子レンジで温めたほうがいいでしょう。
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ボウルに米を入れ、水を入れてかき混ぜ
る。水を替えてはかき混ぜることを、4〜
5回くり返す。

手の腹でぎゅっぎゅっと力を入れて研ぐ
必要はありません。表面が割れてきます。
やさしく混ぜるぐらいで大丈夫です。

水に15分浸け、ざるに上げて15分おく。

水に長く浸けると炊いたときに米がく
ずれやすくなります。ざるに上げてい
る間にも米が水を吸うので浸水時間は
充分。ラップをかけて冷蔵庫に入れて
おけば、半日以上いい状態を保てます。

土鍋に 2と分量の水を加え、蓋をして強
めの中火にかける。ほぼ7分で沸く。

普通の鍋で炊くときは温まるのが早い
ので、弱めの中火でゆっくり沸かしまし
ょう。浸水させたお米なら、水の量は
生のお米と同容量です。

米を洗う。1 浸水させる。2 土鍋に入れ、火にかける。3

米肌が見えるかどうか確認。 弱火で7分、ごく弱火で5分。
沸いてきたら蓋にアルミ箔をかませて、吹
きこぼれを防ぐ。蓋をずらしてもよい。沸
いた状態で7分加熱する。

火を止めて、そのまま5分蒸らす。しゃも
じでまわりや底からお米をほぐすようにし
て混ぜ、余分な水分を飛ばす。

火を止めると、ご飯から立ち上る蒸気
が蓋に当たって全体にシャワーのよう
に降り注ぎ、ふっくらおいしくなります。

ときどき蓋を開けて、状態を見る。

米肌が見えるまでは、蓋を開けても大
丈夫。液体があれば、熱が伝わります。

米が水分を吸って、米肌が見えたら、蓋を
きちんとして弱火にして7分、さらに弱火
にして温度が下がらないようにキープし
ながら、5分加熱する。

アルミ箔をかませて7分炊く。4

火を止めて5分蒸らし、ほぐす。7

5 6

残ったときやすぐに食べないときは、ぬれ布巾をかけて半
分ほど蓋を開けておくと、冷めてもツヤツヤのいい状態で
保存できます。蓋をぴっちり閉めたままだとベチャッとな
ります。炊飯器で炊いたときも、保温モードにしておくと
加熱し続けることになり、ご飯がおいしくなくなります。

Chef’s voice
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　かつお節と昆布でとった、香り高く旨み豊かなだし汁。

とてもおいしいですね。私はだし汁をとるときに、火にか

けません。お湯にそのまま入れておくだけ。かつお節や

昆布の旨みが一番上品に出るのは、80℃ぐらい。この温

度ならえぐみが出ないし、ふわっと香り柔らかいだしの風

合いが残ります。ぐずぐず煮出すと、そのいい風合いが

なくなってしまう。お湯に浸けるだけですから、誰でも同

じように失敗なくとることができます。だし汁はまとめて

とっておいても大丈夫です。私のとり方なら香りも味も逃げ

ないので、温め直すと風合いがよみがえります。このときに

沸騰させても、苦みは出ません。

　煮干しは一般には雑味があると思われがちですが、水出

しにするとすまし汁になるぐらいの上品なだしがとれます。

　でもおいしいだし汁が、ときに素材の味を損なうことも、

皆さんには知ってほしい。旨みをどんどんプラスしていっ

て、素材の味を超えてしまうと、今度はえぐみが引き立っ

てしまい、かえって旨みが感じられなくなります。そして

何より、食べ飽きる。厚化粧のようなものです。

　分かりやすい例が、煮ものなどで削り節を足して煮る

“追いがつお”。この本では、里いもの含め煮（➡p.76）で

ご紹介していますが、これは短時間煮るからこそ、の手法。

長く煮込む料理には追いがつおはしません。かつおのだ

しが煮詰まって、必要以上に濃くなるからです。

　ここでは“だし汁の三段活用”として、一番だしと二番

だしのとり方、そしてだし素材を無駄にしないよう、三回

目に食べきる方法をご紹介します。
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だし汁用の昆布は、旨みのよく出るいいものを使ってくださ
い。一見高価に思えても少量使うだけでいいですし、最後は
食べてもおいしいから、かえって安くつきます。ご自分で確
認して選んでください。

煮干しを選ぶときは“謙虚な煮干し”がおすすめ。これは頭を
下げたような姿の煮干し、という意味です。ふんぞり返った姿
のものは、作る過程で腹が破裂しています。煮干しはそのま
ま使ってもかまいませんが、頭とはらわたを取ったほうが上品
なだしがとれ、表面積も広がって旨みが出やすくなります。

昆布…… 5㎝角1枚
削り節…… 10g

煮干し（頭とわたを取ったもの）
　 …… 20g

材料（作りやすい分量） 材料（作りやすい分量）

ボウルに沸騰した湯1ℓ（ポッ
トの湯でもいい）を入れ、昆布
と削り節を加える。そのまま1
分おき、こす。

熱湯は100℃ですが、冷た
いボウルに入れることで、だ
しをとるのに最適な80℃前
後になります。

ボウルに水1ℓと煮干しを入れ、
3時間以上おき、こす。

煮出さないことで、上品な旨
みだけを取り出すことがで
きます。

一番だしをとったあとの昆布と
削り節をボウルに戻し、湯500
㎖を注いでそのまま5分以上
おき、こす。

このときは温かいボウルの
まま熱湯を注いでかまいま
せん。

一番だしをとった後の煮干しを
鍋に入れ、水1ℓ、昆布10gを
加えて水から火にかけ、沸騰し
たらこす。

沸騰した後、ずっと煮出さな
いように。えぐみが出ます。

二番だしをとったあとの昆布と
削り節を、適当な大きさに切っ
てポン酢しょうゆにひたす。こ
れをゆでた青菜などと和えれ
ば、簡単に副菜の1品に。

長ねぎ1本分は斜め切りに、生
しいたけ2個は薄切りにする。
鍋にごま油適量を入れて火に
かけ、二番だしをとった後の煮
干しを炒る。長ねぎ、生しいた
けを加えて油をなじませ、薄口
しょうゆ5㎖、酒5㎖を入れて
炒り上げる。
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おいしいたれをからませるコツ

　照り焼きの魅力は、表面にからませた甘辛く濃厚なソースで、素材をおいし

く食べるところにあります。これって、西洋料理と同じですね。ここでは魚は

ぶり、肉は鶏を使って、フライパンでおいしく作る方法をご紹介します。どち

らもたれの割合は同じ、みりん5：酒3：しょうゆ1。たれが早く煮詰まるよう、

水の代わりに蒸発しやすい酒を使うのが大事です。

　照り焼きでは素材の表面にたれをからませる、と言いましたが、ぶりも鶏も

も肉も脂がのっているので、たれをはじきやすい性質。たれがのりやすいよう、

どちらも小麦粉をつけてから焼き始めましょう。ただし小麦粉のころもが厚い

と、くどくなるのでごく薄化粧に！　刷毛を使うと簡単に薄くまぶすことができ

て、手も汚れません。どちらも皮まですべておいしく食べられるよう、皮はし

っかりと、焼き目がついてカリッとなるまで焼ききってください。とてもおいし

くなります。

余分な油脂を拭き取ると、素材の味が際立ってくる

　おいしい味作りのポイントは、たれを入れる前にフライパンや素材のまわり

についた油はきれいに拭き取ること。たれは濃厚なソース、と言いましたが、

脂っぽいのはおいしくないし、油脂はたれと分離するので味がからみにくくな

ります。この余分な油や魚や鶏の臭みが出た脂を取る、そのひと手間で、とて

もすっきりとして、素材の味がくっきりと感じられます。

　照り焼きというと、昔の作り方ではたれの中でずっと煮詰めていましたね。

でもそれでは堅くなって肉汁も出てしまい、おいしくない。現代はそんなに鮮

度の悪い素材は売っていません。中までしっかり火を通す必要のない時代で

すから、途中、味がからんだところで魚や肉を取り出し、仕上げに戻してたれ

をからませます。このほうが柔らかくてジューシー、表面と内側の味のコント

ラストもできて、ずっとおいしく仕上がりますよ。
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焼いて焼き色をつける。
刷毛に小麦粉をつけ、ぶりに薄くまぶす。
身、皮とも全面に行う。

フライパンにサラダ油を入れて強火で熱
し、ぶりを並べる。しっかりと焼き色をつ
け、裏返して両面とも焼く。

サラダ油がちょっと多い？と思っても気
にしなくてかまいません。焼いたあとに
拭き取りますから。

ぶりに薄く小麦粉をまぶす。2 3

ぶりの切り身（80gのもの）…… 2切れ
塩……適量
小麦粉（薄力粉）……適量
サラダ油……大さじ1

▪ 照り焼きのたれ
　みりん…… 150㎖ ➡5
　酒…… 90㎖ ➡3
　しょうゆ…… 30㎖ ➡1
　塩……適量
たまりしょうゆ……小さじ1/2
しょうが（薄切り）…… 20g

材料（2人分）

準備

◉ 照り焼きのたれの材料をボウルに入れて混ぜ
合わせる。

バットに塩をふり、ぶりの切り身をのせて
上からも塩をふる。常温で15分ほどおき、
水洗いして水気を拭き取る。

魚の照り焼きでは、最初に塩で下味を
つけて、たれが表面にからんだだけで
おいしく食べられるようにします。

ぶりに塩をして15分おく。1

5：3：1
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照りがついたら煮上がり。

たれを煮詰める。

ぶりを戻し入れる。

たれの材料を加える。

強火にして裏返す。

菜箸でぶりを持ち上げて皮を下にし、パリ
ッとするまで焼く。

皮が焼けていないと、ぐにゃっとしたい
やな食感になりますよね。でもしっかり
焼くと、残らずおいしく食べられます。

合わせておいたたれの材料を、フライパ
ンの空いたところに一気に加える。すぐ
に沸き立ち、たれができ上がる。

たれが煮立って泡が大きくなってきたら
裏返す。

中火にし、アルコールを飛ばしながらたれ
を煮詰める。途中でしょうがを加える。

しょうがは煮すぎると苦みが出るので、
でき上がり間近のタイミングで加え、爽
やかな香りを生かします。

たれが少なくなってほとんどが細かい泡
になってきたら、 8 のぶりを戻し入れて、
フライパンをゆすりながらからませる。

フライパンを回しながらたれをぶりにから
ませ、ツヤツヤのきれいな照りがついたら
煮上がり。器に盛り、しょうがを添える。

皮もきちんと焼く。4 6

7
細かい泡が出始めたら、ぶりをいったんバ
ットに取り出す。ここまでで、八分

ぶ

通り火
が入っている。

取り出している数分の間に、余熱でぶり
にやさしくやさしく火が入っていきま
す。この時間が、とても大切です。

八割がた火が通ったら取り出す。8 9

10 12

余分な油を拭き取る。
ペーパータオルでフライパンやぶりのま
わりの余分な油をきれいに拭き取る。

ここで使ったサラダ油は、焼くためのも
の。油に魚の臭みも出ています。これ
を拭き取るだけで、照り焼きがすっきり
と洗練された味になりますよ。

5

たまりしょうゆを全体に回しながら、加え
る。

たまりしょうゆを加えると、おいしそう
な濃厚な色がつきます。

たまりしょうゆを加える。11
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　白いご飯のおかずとして人気のさばの味噌煮。この料理で大

切なことは、何だと思いますか？　さばの旨みと味噌の風合い

が感じられることですね。そのために私が皆さんにお伝えした

いのが、“煮すぎない”こと。しっとりと煮上がっていてほしいん

です。フレッシュな魚なんだから、長く煮る必要はありません。

　皆さんの中には、じっくり煮て、味噌の味をしみ込ませて……

という方法で作るかたもいらっしゃるでしょう。それは流通のよ

くなかった時代、鮮度のよくない魚を手にしたやり方。しっかり

火が通って安全ではあるけど、身がパサパサしてさばの旨みも

弱くなる。主役であるさばの持ち味を存分に楽しめるこの作り

方で、ぜひ試してみてください。素材の味が驚くほど強く感じら

れるはずです。

さばの切り身（60gのもの）…… 4切れ
塩……適量
しょうが（薄切り）…… 3〜4枚

▪	煮汁　
　水…… 100㎖
　酒…… 100㎖
　田舎味噌……大さじ3（50g）
　砂糖……大さじ2
　酢…… 15㎖
水溶き片栗粉（水小さじ1、片栗粉小さじ1）
　 ……小さじ2
長ねぎ（白髪ねぎを作る➡p.55）
　 …… 4cmを2本

材料（2人分）

浅鉢／𠮷村昌也52
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さばを霜降りにし、冷水で洗う。
さばの切り身それぞれの皮に、十文字に
切り目を入れる。

煮る時間が短いので、切り目を入れて
味をしみ込みやすくします。また姿も
美しくなることから、「飾り包丁 」と呼
ばれます。

鍋に湯を沸かし、水を少し加えて90℃ぐ
らいに調整する。 2 を網杓子にのせて湯
に浸け、うっすら白く色が変わったら引き
上げる。冷水に取り、指で表面をこすりな
がら汚れを落とす。ペーパータオルなど
で水分をやさしく拭き取る。

さばの皮に飾り包丁を入れる。1 3

ボウルに田舎味噌を入れ、砂糖を混ぜ合
わせる。残りの材料を少しずつ加えて溶
きのばす。

煮汁を混ぜ合わせる。4 やさしく煮ていく。
沸いたら弱火にし、落とし蓋のまわりにほ
んの少し泡が立つ状態を保ちながら、コト
コトと5分煮る。

いったん沸いたら火加減はあまり強く 
しません。やさしく、やさしく煮てくだ
さい。

6

煮汁が軽く沸き立つ状態で水溶き片栗粉
を加え、全体によく混ぜて軽くとろみをつ
ける。

とろみを濃くしすぎると仕上がりが美し
くないので、ゆるめにします。

とろみをつける。8

さばの両面に塩をふる。
バットに塩をふり、1 を置いて上からも塩
をふる。そのまま10分おく。

これで下味がつき、煮汁と素材が行き
来できる“味の道”ができます。

2

煮汁が半分ほどになったら、さばをいった
んていねいに取り出す。火加減を強めに
し、煮汁を沸かしてしょうがを加え、煮汁
が1/3ほどになるまで煮詰める。

しょうがは香りだけを生かしたいので、
煮終わり間近に加えましょう。

さばを取り出し、煮汁を煮詰める。7

鍋に材料を入れて煮始める。
別の鍋に 3 の皮を上にして並べ、 4 を注
ぎ入れる。落とし蓋をして中火にかけ、煮
る。

盛りつけの姿が美しくなるよう、上にな
る皮側を上にして煮ていきます。

5

煮汁が軽く沸いた状態を保ち、 7 で取り
出したさばをそっと戻し入れる。スプーン
などでさばに煮汁をかけながら、全面に煮
汁をまとうぐらいまでからませる。器に盛
り、白髪ねぎを添える。

さばを戻し、からませる。9
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　副菜の代表、酢のもの。口の中がさっぱりして、主菜の箸休めにぴったり

です。酢のものの合わせ酢の基本は、さっぱり食べたいときの二杯酢、旨み

もほしいときの三杯酢の2種類。まずはこれを覚えてください。さらにそれ

を展開すればバリエーションが広がって、料理の幅も広がりますよ。

　酢のものに使う酢は、穀物酢で充分。米酢は香りが強すぎるし、いい酢

は旨みが強すぎる。酢の酸味だけを生かして素材のおいしさを引き立てる

には、特別なものは使わないほうがいいと思います。

　それよりも大切なのは、酢に軽く火を入れて、ツンとした酢気を飛ばして

から使うこと。少量なら電子レンジでもかまいません。これで「酢のものが

苦手 」というかたもおいしく食べられますよ。また酢気が飛ぶと、醸造した

酢特有の旨みが現れて味に深みが出ます。

下の鉢／長森 慶（宙）96

SAMP
LE



甘みがないので、素材をさっぱり食べるときに使う。味が強いの
で、元はつけだれとして使ったもの。

土佐酢の変形。だしや砂糖
で旨くし、酸味も強くした南
蛮漬けの地。

土佐酢に白ごまを加えたもの。
白ごまを粗めにすり、土佐酢で
すりのばして作る。たとえば、蒸
し鶏やさっとゆでた豚にかけて。

土佐酢とおろしきゅうりを混ぜ
合わせて作る。たとえば、酢締
めにした魚やさっと湯通しした
いかにかけて。

土佐酢と大根おろしを混ぜ合
わせて作る。たとえば、さっと
湯通しした牛肉にかけて。

酢を多くして三杯酢を変形さ
せ、だし汁で旨みをプラス。
これだけでおいしく飲める。

甘みで旨みづけしているので、素材の旨みが淡いときに使う。二
杯酢と同様、元はつけだれとして使ったもの。

しょうゆ 

土佐酢30㎖
＋
白ごま15g

土佐酢＋30㎖
＋
おろしきゅうり1本分

土佐酢30㎖
＋
大根おろし30g

みりん
（または砂糖）

だし汁で割った、これだけで
おいしく飲める合わせ酢。酢
も一緒に食べるときに使う。

加減酢と使い方は同じ。加
減酢よりも酸味が強いので、
さっぱり食べるときに使う。

1   ：  1
 酢 

1   ：  1   ：  1
 酢 しょうゆ 

7：3：1：1：0.5弱
一
番
だ
し

酢 薄
口
し
ょ
う
ゆ

み
り
ん

砂
糖

3 ： 2 ： 1 ： 1
一
番
だ
し

酢 し
ょ
う
ゆ

み
り
ん

5：1：1 + 追いがつお
一
番
だ
し

薄
口
し
ょ
う
ゆ

酢
7：1：1 + 追いがつお
一
番
だ
し

薄
口
し
ょ
う
ゆ

酢
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