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事前 WORK 2  冷蔵庫にある調味料を書き出してみましょう 
                           またその原材料を書き出しましょう

(みそ、しょうゆ、漬物、ケチャップ、ソースなどの調味料の原材料)
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調味料が本物になると、料理はうんと楽になります。添加物や農薬、化学肥料の使用が 

まだまだ当たり前の食卓ですが、できたら食材は自然なものを選びたいですね。 

全てをいきなりオーガニックにするのは難しいけれど、まずは調味料を少しずつ本物に変えて 

いきましょう。それだけでも、うんと料理が変わる。そして身体も変わります。 

「飲食は、人の大欲存せり。これを慎まずんばあるべからず。この故に、君子をもってこれを節にす。 
   死生もまた繫がれり。これを養わずんばあるべからず。この故に、君子もってこれを正す。 
   凡そ食に形あり、色あり、気あり、味わいあり。その本を究めず、その微を発 (ひか) らざれば、 
   即ち日用の間、この生を養い難し。もしこの生を養わずんば、即ち何をもってか 
   その形を養い、徳を養い、その人を養わんや。」 

本朝食鑑序文より 

江戸時代に書かれた日本の民間食養図鑑とも言うべき「本朝食鑑」には、食を形、色、気など 

性質を記載し、食べる方法を記しています。序文において、食は人間にとって大きな欲望が 

留まるところだと言い、だからこそ、これに節度を持ち、養うことが大切だと言っています。 

その中でさらには様々な性質が存在し、この性質を見極める力がなければ、日々の健康を保つ 

ことはできないとさえ言っています。 

これら先人たちの直感と研究をもって書かれてきた歴史ある食図鑑からもわかるように、 

古くから食の持つ見えない力も、私たちの健康に大きな影響があると考えられていました。 

食材の持つエネルギーの傾向や性質という見えない視点を食卓に取り入れ、私たちの感性を 

磨くことで、食卓はさらに豊かになるでしょう。

1. 調味料と効能
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『本朝食鑑』(ほんちょうしょっかん) は、人見必大によって江戸時代に著された本草書。 

12 巻 10 冊。元禄 10 年 (1697 年) 刊。日本の食物全般について、水火土部・穀部・菜部・ 

菓部・禽部・鱗部・獣畜部にわかち、品名を挙げて、その性質や食法などを詳しく説明する。 

食鑑中の白眉とされる。本書の特徴として、庶民が日常よく用いる食品食物に詳しい解説を 

施していること、栽培・採取・加工・調理・味・食する時期や部位・種類・形状・産地など、 

摂取する食品の見分け方・取り扱い方が多岐にわたり記述されていること、食養生の観点から、 

効果・害毒気味・主治・附方・食禁などが論じられ、食品摂取と健康とのかかわりについて 

詳しい記述がなされていること、民間伝承・民間行事などの民俗や著者自身の生活体験、 

食品の無駄のない利用法など、記事の内容が豊富多彩で、たんなる百科事典的・専門書的では 

ない配慮も施されていること、食品分類が周到な配慮のもとに行われ、結果として食物本草学の 

百科事典といってもよいほど、多くの食品が取りあげられていること、文体が難解な漢文調で、 

したがって漢学的素養をもった者、すなわち武家や上層庶民でなければ使いこなせない 

内容高度の養生書であったことが挙げられている。(出典: ウィキペディア) 

本草学 (ほんぞうがく) は、中国および東アジアで発達した医薬に関する学問である。 

秦漢以後、六朝にかけて、神仙思想が発達して方術が盛んになると、神仙家の薬と医家の薬とを 

区分する必要性が生まれた。 

その頃に、方術の薬を指すものとして、「本草」という用語が生まれたとされる。 

その意は、「草石の性に本づくもの」であるという。 

よって、単に薬草のみを指して本草という訳ではない。 

梁の陶弘景 (456 年 ～ 536 年）は、『神農本草経』に補注を加えて、730 種の薬名を記録し、 

本草学の基礎を築いた。 

明代の 1596 年に李時珍が著わした『本草綱目』は、本草学の集大成であり、1871 種の薬種を 

収録している。 

日本の本草学 (博物学) にも大きな影響を与えた。(出典: ウィキペディア)
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 選び方 

原材料が、無農薬有機栽培の大豆、麹 (米麹や麦麹または豆麹)、塩のみのものを選び、 

一夏越したもの、できたら二夏越したもの (2 年みそ) がおすすめです。 

3 年以上寝かせたものは、みそが熟成する過程で色が褐色を帯びてきます。 

それは「メラノイジン」という物質が生成されるからで、これには老化防止、がん予防、 

高血圧、糖尿予防など様々な効能があると言われています。普段使いにオーガニックみそを。 

そして体調の優れない時、滋養強壮用に 2 年、3 年みそと多種揃えて使い分けるのが 

おすすめです。

常備したい調味料と食材

1. みそ

性質: 温・無毒 (身体を温める性質) 

・内臓を養い、脾臓、胃を調え、心臓、腎臓を滋養する 

・吐き気を治め、下痢を癒やす 

・足腰を強くし、髪の毛を増やし、皮膚を潤す 

・打撲や捻挫など、血液の鬱滞を癒やす 

・気を増強し、産後の貧血やめまい、病後の虚弱な身体を壮健にする。老人、子供にもよい 

・酒、動物性食品、野菜や菌の解毒を助ける

 よく知られる効能 

粘膜の再生機能、整腸作用によるデトックス作用、代謝の促進、糖尿や高血圧の予防、血圧低下、 

認知症予防、心臓疾患の予防、美白、美肌、老化防止

 マクロビオティックでは 

・みその塩分 (陽性さ) が、砂糖、果物などの単糖類 (陰性さ)を中和する 

・みその脂肪分 (陰性さ) が、取り過ぎた塩分や動物性食品 (陽性さ) の排出を助ける 

・吸収しやすいタンパク源として有益で、持久力、免疫力を強化する
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麦みそ 

玄米と食べ合わせる場合には、麦みそを使ったみそ汁が相性が良い (玄米は陽性、麦は陰性)  

ので、基本は麦みそをすすめています。みその中ではバランスが中庸に近いため、常食に向いて 

います。ただし九州地方の甘味が強いものではく、関東地方の二夏寝かせた辛口を用います。 

米みそ 

家庭で作る場合は米みそが作りやすいです。動物性の出汁にも合いやすく、白米にも合うので 

使いやすいでしょう。少なくとも一夏寝かせ、できたら二夏寝かせると、さらに味も薬効も 

増します。 

玄米みそ 

玄米麹は自宅で製麹するのは少し難しいので、手作りみそでは難易度が高いです。 

麦、米みそと比べると最も陽性なみそ。なので毎日使うと玄米が食べにくくなる傾向があり、 

白米や動物性食品 (特に脂肪の多い肉類) と相性が良いです。常用するのは麦みそを中心に、 

秋から冬には玄米みそを用意して、季節やメニューに沿って使い分けたい。 

白みそ 

手作りする時には麹を大豆の 2 倍以上入れることから、発酵期間も短く、腐敗にも注意が必要。 

料理のバラエティを増やすという意味で、時折使う調味料として持っていると便利。 

マクロビオティックでは、ホワイトソース作り、和えもの、スイーツなどに使ったり、 

真冬から春先に、身体を緩めたい時のみそ汁に用いることもすすめられる。 

豆みそ 

麦、米、玄米、白みその中で最も陽性の力が強い。冬や寒い時期には用意しておきたいみそ。 

また他のみそと違って、煮込むほど旨味が出るので、煮込み料理にも向いているのが特徴。 

玄米みそとも違う陽性さを持ち、タンパク質も多く、特に身体を強くすることで知られる。 

マクロビオティックでは陽性の強さと味の特徴を活かして、スイーツ (ココアなどを使うもの) の 

中和に用いられることがある。 

腎臓を強くし、血液循環を助け、足腰を強めるなどの効能が期待できるが、女性や子供、また 

老人には陽性さが強過ぎる場合があるので、使う頻度に気を付ける。

みその種類
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 選び方 

原材料が、無農薬有機栽培丸大豆、小麦、塩、水のみのものを選び、昔ながらの製法で 

作られ、杉樽で 2 ～ 3 年天然醸造したものがおすすめ。

性質: 鹹甘・冷利・無毒 (やや身体を冷やす性質) 

・あらゆる飲食、および百薬の毒を殺すと言われる 

・昔はむやみに慢性症状のある人や身体の弱い人には用いてはいけない、とも言われていた 

    けれど同時に「五味を和し、五臓を悦ばせる」と言われるように、身体によい影響があるのは 

    明らかなので、虚弱な人には生で用いず、調理加熱して使うことをすすめている

 マクロビオティックでは 

・血液を浄化する 

    甘いものやアルコールで血液が陰性、そして酸性に傾いた時の不調時に、しょうゆの陽性さと 

    吸収されやすさが中和の助けとなるので、様々な手当てに用いられている 

・血液を強くするので、免疫強化が期待できる 

・しょうゆは調理の最後に味を調えるために使い、基本食卓の上で、ご飯やおかずにかけたり 

    しない 

    消化によいので、調理加熱して使うことを基本とし、生で使う時は暖かい季節をすすめている 

    生で食べた場合には、甘味や飲み物への欲求を抑えることができると言われる 

・小麦を用いない、たまりしょうゆ (原材料は丸大豆、塩) は使用しても常用はしない

2. しょうゆ

 よく知られる効能 

抗酸化作用、血液浄化、殺菌効果、遺伝子の酸化損傷を防ぐ、がんの発生を防ぐ、 

食後の血糖値の上昇を防ぐ、消化吸収を助ける、アレルギーを抑える、血圧を下げる、 

コレステロール値を下げるなど
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 選び方 

原材料が梅、塩、(しそ) のみのものを選ぶ。3 年以上熟成したものは薬効がさらに強くなる 

という話もある。3 年間自然の気を巡って熟成されたものを摂取することで、身体も同じように 

環境の変化や適応などの面で、力を得ることができるとされる。 

なので、一夏越した梅干しを常用に、3 年以上熟成したものを手当てや滋養強壮用に用意する 

ことをおすすめします。

性質は酸鹹・平・無毒 (身体を温めも冷やしもしない中庸な性質) 

・体内の悪いものを取り除く力がある 

・熱を下げる (こもっている熱を流す、消す) 

・鬱 (あらゆる滞りから来る不調) を和らげる 

   (鬱には 6 種類あると言われ、気鬱、湿鬱、熱鬱、痰鬱、血鬱、食鬱を指す)  

・胸の苦しさ、喉の痛みや腫れ、口内炎などを癒やし、喉の渇きを潤す 

・熱性の腫れ物、治りにくい腫れ物などの外傷を癒やす 

・あらゆる食毒、魚の毒を解毒する

3. 梅干し

 マクロビオティックでは 

・酸味が肝臓を助け、解毒作用を促し、塩分が心臓と血液循環を助け、腎臓を養う 

・過剰なタンパク質の排出を助ける 

・酸性の血液をアルカリ化するため免疫アップ、疲労防止効果 

・腸を強化し、極陽、陰の食べ物を中和するバランスの取れたエネルギーを持つ

 よく知られる効能 

血液浄化、動脈硬化の予防、食中毒の防止、疲労回復、食欲増進、血栓予防、糖尿病の予防、 

肝機能向上、抗酸化作用、胃がん予防、下痢便秘の解消、高血圧の抑制、風邪予防など 

梅はミネラル、カルシウム、カリウム、鉄や各種ビタミン、タンパク質などが豊富に 

バランスよく含まれていることで知られる
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梅酢 

梅干しを漬ける時に上がってくる汁のこと。酸味と塩気があります。 

血の巡り、血液循環 (心臓) を助け、むくみなど体内の水循環 (腎臓機能) も助ける。 

適度な酸味が肝臓機能 (代謝、解毒) にもよい。疲労回復、筋肉疲労の回復を助け、胃腸を強く

します。 

お酢の代わりに浅漬けや和えものなどに使ったり、玄米でお寿司を作る時にはすし酢代わりに 

梅酢を使うと相性が良く、砂糖を使いたくない時におすすめ。 

また、豆乳と白みそと一緒に使うと梅酢の酸味と合わさり、ビーガンのチーズ味、クリーム味を 

作ることができます。 



第 3 章  1. 調味料と効能

 

170

作り方 

1. フードプロセッサーに材料を全て入れて、クリーム上になるまで攪拌する。 

豆乳 (分量外) で固さを調整し、味を見て調味料 (塩、梅酢など) を足す。 

きれいな瓶に移して、冷蔵庫で保存する。冷蔵庫で 1 週間ほど保存可能。

木綿豆腐 

豆乳 

玄米酢 

レモン汁  

梅酢 

白味噌 

塩

梅酢を使ったビーガンマヨネーズ

Recipe!"
40

300 g (お湯で茹でて、水切りする) 

1/4カップ 

大さじ 1 (もしくは好みの酢) 

大さじ 1 ～ 好みの量 

小さじ 2 ～ 

小さじ 2 ～ 

小さじ 1/4

材料 (作りやすい分量)
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 選び方 

本葛はでんぷん質ではありますが、馬鈴薯やコーンスターチとは性質が違います。 

市販の葛粉には、馬鈴薯でんぷんやタピオカ粉などが混ざっているものもあるので、 

混じり気のない本葛を選びます。 

粉状になっているものは、おやつ作りや料理のとろみづけなどに使いやすいですが、 

体調が悪い時などは、ブロック状で売られている粉末にされていないものを使う方が 

ヒーリング作用があるとされますので、2 種類揃えておくといいでしょう。

性質: 甘平・無毒 (甘く、中庸の性質) 

・熱を取り除き、煩いを癒やす 

・胃の働きを活性化させ、喉の渇きや身体の乾燥を癒やす 

・お通じをよくし、酒の毒、またあらゆる毒を解毒する 

・足の陽明経絡 (胃) の薬となり、脾臓経絡も癒やす

4. 葛粉

 マクロビオティックでは 

・陰陽両方の症状に作用し、行き過ぎた陰性さを取り除き、陽性さを緩め、バランスを取る 

    特別な力を持つと言われる 

・胃腸の働きを整える 

・体温の調節を助け、熱が身体にこもらず、また必要な時には熱を蓄えることを助ける 

・風のひき始めや冷え性、虚弱な時の助けに

 よく知られる効能 

血行促進、発汗作用、解熱作用、滋養強壮、免疫強化、胃腸を整える、風邪のひき始めに 

など
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性質: 甘平・無毒、白ごまは甘・微温・無毒 (中庸から身体を温める性質) 

・黒ごまは腎に作用し、白ごまは肺に作用する 

・五臓を潤し、血脈 (血液循環) をよくする 

・大腸、小腸の調子を整える

5. ごま、黒ごま

 マクロビオティックでは 

・黒ごまを使った黒ごま塩は、血液の酸化を中和する。そのため、極陰性食品、酒、動物性の油、 

    単糖類の甘味、また特に乳製品の中和を助ける 

    塩とごまの割合は 1 対 16 ～ 18 を目安にする 

・疲労回復、神経系を強化する 

・迅速な血液強化、貧血に 

    鼻血、切り傷などの止血 

・腎臓に働きかけ、めまい、乗り物酔い、むくみなどにも効果が期待できる 

・肺、気管支、大腸、足腰を強くし、吐き気や嘔吐を抑える

 よく知られる効能 

貧血予防、抗酸化作用、老化防止、肝機能改善、動脈硬化予防、美肌作用、コレステロール減少、

整腸作用など
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黒ごま 

塩 

作り方 

1. 黒ごまは目の細かいザルで洗って乾かしておく。 

2. フライパンに塩を入れて、中火で水分をとばし、さらさらとして灰色になるまで 

焦げないように混ぜながら炒る。 

3. すり鉢でパウダー状になるまであたる。 

4. ごまを中火で炒る。木べらで黒ごまをゆすりながら、焦がさないように 10 分ほどかけて 

炒る。 

目安は親指と薬指で簡単につぶれる固さ。火加減を見ながら、焦げそうなら火を弱め、 

焦げて苦味が出過ぎないように注意する。 

5. 炒った黒ごまを熱いうちに、塩が入っていたすり鉢に入れて、合わせる。 

力を入れずに、黒ごまがしっかりつぶれて、塩を包み込み合わせるようにあたる。 

冷めてから密閉容器に入れて、保存する。

黒ごま塩

Recipe!"
41

大さじ 16 

大さじ 1

材料
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大根の性質: 根は辛甘、葉は辛苦・温・無毒 (身体を温める性質) 

漬物の性質: 甘・鹹・無毒 

・大根の生食は気を動かし、ゲップが出る 

    調理したものは、気を落ち着ける 

    ともに穀物の消化に大変有効 

・咳や痰を取り除く 

・吐血や鼻血を止める、魚介類、酒、豆腐の毒を中和する 

・漬物はあらゆる食の解毒を助ける

6. たくあん

 マクロビオティックでは 

・リンパ系の浄化、免疫器官の強化、肺と大腸の強化 

・腎臓、膀胱、排泄器系の強化と浄化 

・特に乳製品と砂糖が食卓に多い人の排出、中和を助ける 

・電磁波などで身体が陰性になっている、また足腰が弱っている場合に

 よく知られる効能 

高血圧予防、腎機能改善、整腸作用、新陳代謝促進、疲労回復、免疫強化、利尿作用、 

皮膚粘膜の強化、動脈硬化予防など

 選び方 

原材料に砂糖を使わず、大根、糠、塩のみのものに食養の効果があります。 

そこに柿の皮、昆布 (時に唐辛子) などは入っていてもよいでしょう。 

食養にはあまりなりませんが、漬物として食べるのであれば、添加物の用いないものを選びます。 

漬物としてでも、できたら砂糖は使用していないものがよいです。
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わかめの性質: 甘鹹・平・無毒 (中庸の性質) 

・体内の水循環を助ける 

・酒の毒を解毒する 

昆布の性質: 甘・鹹・微酸・滑寒・無毒 (熱性の毒を癒やす性質) 

・胃や脾臓など中心の臓器が熱を持つ、固くなるのを癒やす (陽性症状の緩和) 

・むくみをとる 

・リンパの流れ、皮膚にできたこぶや腫瘤を癒やす 

あらめの性質: 甘鹹・滑寒・無毒 (熱性の毒を癒やす性質) 

・婦人科系の病気を癒やし、滞った血を流す 

・むくみや体内の水の循環を助ける 

・こぶや喉の腫れを癒やす

7. 海藻類

 マクロビオティックでは 

・ビタミン、ミネラル等微量栄養素の宝庫として、日々少量を摂取したい 

・腎臓を強化し、生殖器の浄化を助ける。心臓と循環を助ける 

・腎の司る骨、歯、耳の改善、目や脳の働きもよくすると言われる 

・精力、生命力、精根を養う 

・心身にしなやかさ、柔軟さをもたらす 

・放射能から身を守るというふうにも言われている 

・干した海藻にはビタミン、ミネラル、タンパク質などが豊富に含まれ、脂質が少ない 

    牛乳の約 10 倍以上のカルシウムを含み、牛肉の数倍の鉄分を含むと言われています 

    また他の野菜や果物と比べても微量ミネラルやビタミンが多く、ビタミン C も多いので 

    鉄分の吸収を助けます
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 よく知られる効能 

骨粗しょう症予防、むくみをとる、高血圧予防、胃腸を整える、血中コレステロール値を 

下げる、がんの予防、血糖値上昇を抑えるなど

 選び方 

海の中で成長するので、その環境を考慮する。産地が工場地帯や汚染地区から離れているか 

確認した方がよい。また、養殖よりも天然をできたら選び、漂白剤、添加物などを使用したり、 

化学処理されていないものを選ぶ。 

乾燥方法も機械でなく、できたら天日干しされたものを選ぶ。
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WORK 12  P. 165 ～ 176 の各調味料の効能と特徴を見て、 
                       気が付いた点、取り入れたいと思ったものなどを 
                       書き出してみましょう

どの調味料がお子さんに、ご自身に必要だと考えられるかも書き出してみましょう。
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原材料が餅米、米麹、焼酎で長期熟成されて作られたものを選びます。 

糖類の添加されたものは避けます。市販されているみりんは短期で製造するため、添加された 

糖と醸造アルコールで 2 ～ 3 ヶ月で米を糖化させます。さらに、みりん風味調味料は主に糖類が 

含まれ材料を混ぜるだけで糖化させておらず、味は似ていますが、本物ではありませんので 

避けましょう。長期熟成の本みりんは米麹の力で糖化、熟成させるため 2 年ほどかかり、その分 

高価になりますが、味はお酒として飲めるほどの美味しさです。

原材料が米、麹だけのものを選びます。基本は玄米酢をおすすめしますが、添加物がないなら 

米酢でもいいでしょう。陰性の強い調味料なので、酢の瓶の中に昆布を一切れ入れておくと 

陰陽のバランスがよくなるととともに、昆布の旨味も足されて美味しくなるのでおすすめ。 

また、果物でできたリンゴ酢やバルサミコ酢などは、軽いエネルギーがあるので、季節や 

料理によって使い分けるとよいでしょう。

昔ながらの製法で作られた、色の白い天日干しの塩を選びます。値段も質も様々なので、 

茹でる用、調味用と 2 種類揃えて使い分けるといいでしょう。天然の岩塩などは常食には 

おすすめしませんが、様々な栄養素の特徴があるので、適宜好みで使うようにします。 

食卓塩は、ほぼ塩化トリウムを化学的に作り出したもので、体内に必要な微量ミネラルや元素を 

含まず、身体の負担になるので避けましょう。 

塩は生命に欠かせない特別な食品であることから、調味料の中でも特に重要視されます。 

良質の塩を適量用いる食卓では身体の代謝を助け、安定したエネルギーと活力、精力を与え、 

思考を明晰にし、集中力をもたらします。

本物の調味料を選ぼう

1. 塩

2. 酢

3. みりん
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◯ 消化活動と思考活動 

子供時代には、身体の消化活動に適切な刺激を与えることが大切です。 

「消化活動」によって「身体を使うこと」でエーテル体を健やかに育むからです。 

この体内の消化活動のあり方は、後に思考の消化活動「消化と吸収」に移行していく土台と 

なります。つまり食事を通して、子供の発達しつつある「思考活動」を支えることができると 

言えます。 

そんな時、どのような質を身体に取り込むかは重要な意味を持ちます。 

純粋で本物、生命力のある食べ物であるほど、それを消化吸収するために身体は力を使います。 

それによりエーテル体に適切な刺激を与えることができ、発達させることができます。 

イメージ的には適度な難易度の運動が、筋肉をうまく発達させるということと同じです。 

◯ 味覚と触覚、生命感覚の発達 

本物の食材には命があります。それは目には見えませんが、感じることができます。 

そのような命に触れること、感じることは触覚の発達を助けます。 

また本物の味を覚えること、純粋さと生命力のある食べ物を常食することも同じように 

見えない部分で感じられる命を潤す質を教えてくれます。 

これは身体を健やかにするという本当の意味での味覚、そして生命感覚を育むことを助けます。 

◯ 理想と現実のバランス 

食卓を純粋に、本物にすることは大切です。けれど、日常生活には自分の範疇外のことも起こり 

ます。様々な状況を受け入れ、理想や理論を手放しても、それにもかかわらず、必ず命は 

健やかに育つ力があるので、安心感を持って、気楽に食卓と向かい合えたらいいなと思います。 

いくら食卓が完璧でも、そのためにお母さんが心を煩い、無理をして暮らしがギクシャクする 

のでは本末転倒です。せっかくのよいアイデアも知らなければよかった、と思うような使い方を 

してはもったいないですね。 

なので、できることをできるようにやる。全部できない時にはどこかだけに絞ってしまう。 

そうやって範囲を絞りながら「～よりまし」を積み重ね、心地よい暮らしと理想のバランスを 

取っていくことも、健やかな食卓に大切な視点です。

本物がもたらすもの


