
お出汁で健康生活！



本日の目的

「出汁を身近に、手軽に取り入れて

健康力UP！」



おダシのイメージはありますか？



和食とフランス料理の違い

日本料理

基本：出汁
絵画で例えるなら・・・水墨画

フランス料理

基本：フォンドボー
絵画で例えるなら・・・油絵

日本料理の美徳は必要なものを最小限に。厚塗りしないこと。



出汁とは…

このおいしさの正体とは、うま味。
だしの主成分であるうま味とは、甘味、酸味、塩味、苦味
と並ぶ基本味のひとつ。
料理にだしを加えると、味に奥行きが出てコクが増すため、
おいしく感じるのです。

このうま味を発見したのは、東京帝国大学の池田菊
苗博士です。

1908年（明治41年）、日本人が古くから料理に使ってい
た昆布だしのおいしさの正体が、グルタミン酸であること
を発見。その味を「うま味」と名付けました。



出汁の特徴「うま味」とは？
グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸、コハク酸、アスパラギン酸など

2000年に舌の味蕾にある感覚細胞にグルタミン酸受容体が

発見 ⇒ うま味の実在が認知される。

甘味、苦味、酸味、塩味と並び基本味の味覚の一つ。

（美味しさ・・・環境因子を含めた料理のバランス。）

（辛味は・・・刺激で美味しさではない。）

料理の奥行き、深みを左右する重要な要素。

クエン酸やリンゴ酸と加わると、より強くうま味を感じることができる。



出汁の相乗効果

グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸、コハク酸、アスパラギン酸などを
組み合わせると、よりうま味を感じる。

例：グルタミン酸の昆布×イノシン酸の鰹節

グルタミン酸のトマト×イノシン酸の豚肉

グルタミン酸のたまねぎ×イノシン酸の牛肉×グアニル酸のきのこ

コハク酸の蛤×グルタミン酸の昆布



天然調味料・化学調味料の
メリット・デメリット

メリット デメリット

天然調味料

化学調味料

取り入れるか否かは料理する方次第。
何を大切にして料理を作るかを今一度考えてみては？

味覚が鋭敏になる
体に優しい
素材の味を引き立て
る
味の奥行きを感じる

コストがかかる
面倒・手間がかかる
種類が豊富、組合せが多様で難しい
素材のそのときどきの状態で味が左右される

低コスト
簡便・手間かからない
味が一定に仕上がる

味覚が鈍感になる
体に悪い？
癖になる、奥行きがない



命を繋ぐ貴重な保存食

調味料が貴重だった時代の貴重な塩分、うま味

⇒食事の幅、深み、奥行を与えた。

食塩９％、出汁＋食塩９％の違いを感じる

冷蔵庫などがなかった時代の貴重な保存方法

⇒天候不良による不漁などに左右されない、貴重な食材。



三口目が美味しいは健康へのカギ

一口目が美味しいは飽きる

あっさりとしていながらも食べ進めると癖になる 味わい深い

おだしの健康ポイント



①昆布だしで腹持ちアップ！食べ過ぎ予防に

昆布だしや生しいたけに多く含まれるうま味成分の「グルタミン酸」には、食後
の満足感を長続きさせる働きがある。昆布だしを取り入れることで間食を抑え、
食べ過ぎ予防が期待！

覚えておきたい！だしの健康効果５つ

②合わせだしのうま味で満足度を高め、減塩でもおいしく

昆布だしのグルタミン酸は、カツオだしのうま味成分「イノシン酸」とあわせて
摂る、つまり合わせだしにすることで、うま味が7倍にもなる。うま味がしっか
り含まれていると、塩の量が少なくても満足度が高まりやすく、減塩に！



③カツオだしの成分で体を温め、疲労回復

カツオだしに含まれるヒスチジンやアンセリンといったアミノ酸の仲間には、血行
を促し、疲労回復を促す働き。冷え防止はもちろん、冷えからくる肩こりや頭痛な
どを和らげる効果も期待！。

➃昆布だしで血糖値の急上昇を抑える

昆布にはネバネバした水溶性の食物繊維が多く、だし汁にも溶け出す。この食物繊
維には、血糖値が急に上昇するのを抑えたり、脂肪を燃焼させやすくしたりする働
きが期待！

⑤だし食材、だしがらで良質なたんぱく質を摂れる

だし汁に溶け出さない栄養素も、だしの出る食材やだしがらを食べることで余さず
摂ることができる。例えばカツオだしを取った鰹節や、いりこだしを取ったいりこ
も残さず食べれば、だし汁だけよりも多くの良質なたんぱく質を摂れる！

覚えておきたい！だしの健康効果５つ



豆腐ステーキ
きのこあんかけ

（４人分）

材料
絹ごし豆腐 ２丁
えのき １株

干し椎茸（戻したもの） ２枚

しめじ １株
たまねぎ １/２個

片栗粉 適宜
出汁 ４００ｃｃ

みりん 大さじ１
濃口醤油 大さじ２
塩コショウ 少々

あんかけ用水溶き片栗粉 大さじ１

油 適宜

しし唐 ４本

茶碗蒸し （４人分）

材料

卵 ２個

一番出汁 ３６０ｍｌ

塩 ひとつまみ

薄口醤油 小さじ１

みりん 大さじ２

かまぼこ ４枚

鶏肉 ４個

銀杏 ４個
百合根 ４枚
椎茸 １個
三つ葉 適宜

赤カブとベビー
リーフのサラダ

（４人分）

材料
赤カブ １個
ベビーリーリーフ １袋
菊の花 適宜

出汁 ２００ｃｃ

ゼラチン ５ｇ
薄口醤油 大さじ１強
りんご酢 大さじ２
きび砂糖 小さじ１/２
オリーブオイル 大さじ１

味噌玉(約20回分)

材料
味噌 200g
粉末鰹節 20g

粉末昆布 10g

①豆腐の水気をキッチンペーパーで
取り、塩胡椒をして片栗粉を付ける。
②干し椎茸はスライス、しめじは解
し、えのきは半分に切る。
③出汁と②を鍋に入れ、調味料を入
れて水溶き片栗粉でとろみをつける。
④ししとうは爪楊枝で穴を開けて焼
く。

①すべての材料を混ぜる。

①ゼラチン、出汁、薄口醤油、りんご
酢、きび砂糖、オリーブオイルを鍋に
入れて火にかけ、ゼラチンを溶かす。
②冷蔵庫で冷やし固める。

①ボールに卵を割り、溶いてザルで濾
す。
②１に出汁、調味料を入れる。
③器に、三つ葉以外の具を入れ卵液を
入れたら三つ葉を乗せる。
④フライパンに③と器の中腹あたりま
で水を張り、沸騰直前で弱火にして蓋
をずらし、１０分加熱する。





健康だしの活用術



①炒め煮⇒炊き込みご飯

材料例（昆布、人参、ちくわ、油揚げ）

②佃煮

③ふりかけ ・・・電子レンジで水分が飛んだら炒める。（塩味、甘辛味）

④炒め物（昆布、じゃがいも）

⑤酢の物（酢昆布でも、漬物でも）

⑥ナムル

赤カブ 白カブ 昆布粉末小さじ1/2 酢大さじ２ オリゴ糖大さじ１ 塩少々（人差し指と親指でつまむ）

ごま油 大さじ1

⑦ハンバーグやつくねなどに入れる

⑧出汁

健康出汁の活用術



昆布の種類いっぱいあり過ぎてわからな
い！

１．収穫場所による違い



２．特徴と用途

真昆布 柔らかい

羅臼昆布 味わい深い

本枯節 血合い抜き

種類 特徴 用途

真昆布 厚みがあり幅が広い。昆布の高級品。上品な甘味をもち、清
澄な出汁がとれる。

主に出汁昆布として利用、
佃煮、塩昆布

羅臼昆布 茶褐色で羅臼オニコンブの別称があり、香りがよくやわらか
く黄色味を帯びた濃厚でこくのある高級出汁がとれる。

主に出汁昆布として利用、
おやつ昆布、佃煮

利尻昆布 真昆布に比べてやや固め。透明で風味の良い高級出汁がとれ、
会席料理などに使われる。

主に出汁昆布として利用、
塩昆布、湯豆腐など

日高昆布 特徴三石昆布とも呼ばれる。濃い緑に黒味を帯びている。柔
らかく煮えやすい。出汁にも使われる。

主に出汁昆布として利用、
塩昆布、湯豆腐など

長昆布 特徴6～15mと長く、生産量が最も多い。佃煮や昆布巻など
として加工される。5・6月にとれた物を棹前（さおまえ）
昆布という。

佃煮昆布、おでん用、昆布
巻など

厚葉昆布 長昆布と同じ地域に生育する。葉に厚みがある。 昆布巻、佃煮昆布、酢昆布
など

細目昆布 特徴幅が細く、１年目に採取される。切り口が最も白く、細
目の葉形で粘りが強い。

とろろ昆布、納豆昆布、刻
み昆布など

がごめ昆布 表面に籠の編み目のような紋様がある。粘りが強く、とろろ
成分が多い。

とろろ昆布、おぼろ昆布、
松前漬けなど



まぐろ節・・・ほとんどスーパーでは見ない。
まぐろ節はきはだ鮪の幼魚。
かつお節に比べて、ほんのりとした甘みのある上品な味わい。
まぐろ節は食べるとおいしいのです。
まぐろ節からでるあっさりした出汁は、一緒に入れる素材が
本来持つ味を損ないません。

宗田節・・・スーパーにあることもある。
宗田節は丸宗田と呼ばれる宗田鰹。
宗田節は、かつお節に比べ血合いが多いので、味、香りとも
に濃厚な出汁が出る。
麺類、煮物、みそ汁、おでんなどの比較的濃い味を求める
料理に適している。

さば節・・・ミックスで売っていることが多い。
さば節はゴマ鯖と呼ばれている脂肪分の少ない鯖。
さば節の香りは甘みがありコクのある濃厚な出汁が出る。
宗田節同様、麺類、 煮物、みそ汁、おでんなどの比較的濃
い味を求める料理に適している。

http://www.fushitaka.com/2nd/ckezuri9.html
http://www.fushitaka.com/2nd/ckezuri10.html
http://www.fushitaka.com/2nd/ckezuri11.html


出汁の取り方
昆布を使っただしの種類 おすすめ料理 特徴

昆布出汁（湯出し、水出
し）

鍋料理・湯豆腐・茶碗蒸し・和え物・酢
の物に

上品で控えめなうま味。具の香りや素材
の味わいを大切にする料理に向いている。
水出しは、上品な味の出汁をとりたい際
に利用する。精進料理にもよく利用され
る。

一番出汁（湯出し、水出
し）

吸い物・うどん・そばのだし・茶椀蒸し
など万能

うま味の強い最高の出汁。あらゆる料理
に使われる。芳醇な香りでくせがなく、
口当たりも上品で、吸い物など出汁の美
味しさでその料理の美味しさが決まるも
のに利用される。

二番出汁
(一番だしの後に取る出汁)
※一番だしを取らない時は
煮出し

味噌汁や煮物に
（かつお節は薄削りの場合、１分煮出す
とほとんどのうま味成分は出てしまうた
め、鰹節を足して補う必要あり）

醤油・みりん・砂糖・味噌などの調味料
で味付けする料理のベースに使用します。
しっかりとした濃い味の出汁。
一番出汁で残った旨味を弱火にかけて
ゆっくりと引き出す。追い鰹をする。



一番出汁の取り方①
湯出汁

水 昆布 かつお節

５００ｍｌ
(２と１/２カップ)

５～１０ｇ １０～１５ｇ

１，０００ｍｌ(５
カップ)

１０～２０ｇ ２０～３０ｇ

昆布は５ｃｍ角で
約２ｇ

鰹節はひとつまみで約２ｇ
ひとつまみは3本の指でつまむ

目安は目安。慣れるまでは分量を量るようにすると
確実。最初に分けておくと手間が省ける。



写真 行程

① 昆布を拭く。
固く絞ったぬれ布巾で昆布の表面を軽く拭く。昆布に小石や砂などが付いている
ことがあるため。水洗いすると、表面のうま味まで洗い流してしまうので、注意
する。

② 昆布を入れる。
鍋に水と昆布を入れ、約30分～1時間漬け置きしてから、中火にかける。

③ 昆布を出す。
沸騰直前で昆布を取り出す。（鍋の底から小さな泡がふつふつとしてきたぐら
い。）沸騰し大きな泡がぼこぼことしたお湯になるまで煮ると、昆布のねばり成
分が溶けだし、風味が損なわれる。

④ 鰹節を加える。
かつお節を加え、沸騰したらすぐに火を止める。

⑤ アクを取る。
あくを取り、30秒置く。

⑥ こす。
ザルにキッチンペーパーや布巾を乗せてこす。絞るとだしが濁り、渋み・雑味が
出て上品な味に仕上がらなくなるので、絞らないようにする。



一番出汁の取り方②

水出汁
水 昆布 かつお節

５００ｍｌ
(２と１/２カップ)

５～１０ｇ １０～１５ｇ

１，０００ｍｌ(５
カップ)

１０～２０ｇ ２０～３０ｇ

昆布は５ｃｍ角で
約２ｇ

鰹節はひとつまみで約２ｇ
ひとつまみは3本の指でつまむ



写真 行程

① 昆布を拭く。
固く絞ったぬれ布巾で昆布の表面を軽く拭く。昆布に小石や砂などが付いている
ことがあるため。水洗いすると、表面のうま味まで洗い流してしまうので、注意
する。

② 水と昆布と鰹節（お好みで煮干し、干し椎茸、干しエビ、干し貝柱な
ど）をポット（ピッチャー）に入れる。

③ 冷蔵庫に入れる。
ピッチャー）に入れる。

⑥ こす。
ザルにキッチンペーパーや布巾を乗せてこす。絞るとだしが濁り、渋み・雑味が
出て上品な味に仕上がらなくなるので、絞らないようにする。自宅用はキッチン
ペーパー使わない。



「うま味」は美味しさだけではなく、
私たちの健康な体づくりに役立つ！

和食の「素材の味を生かし、うま味を
重視した味付け」はカロリーや脂肪

分が低くても美味しく、満足感が得ら
れると世界から高い評価を受けてい

ます！

「うま味」を重視した料理のコツを毎
日の食生活に取り入れていきましょ
う！


