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ロ ハ ス デ ザ イ ン －Lifestyle of health and sustainability－ 

共鳴焼は赤外線、遠赤外線による調理方法 

－電子レンジを利用した－ 

減塩、低脂肪、減糖の調理が美味しく、簡単に、早く 

－健康的な調理方法－ 

省エネルギー、環境を配慮した新しい調理方法 

近畿経済産業局が進めている環境と省エネルギー効果を目的とした産業クラスター事業の一つとして２００６年２月６日 

ロハスデザインの加熱方法が認定されています。 

ロハスデザイン －健康と環境を志向した生活スタイル－ 

健康的な生活は、健全な環境が保たれなければ維持できない。健全な環境の維持は、小社会ではなく、地球に 

存在する生命体全ての共存によって保たれる。 健康な生活を維持するには、健康的な食生活の継続が欠かせない。 

健康的な食生活の継続を目的に、厚生労働省は「健康日本２１」生活習慣病の減少を目標に掲げているが、現実は肥 

満の増加を始め生活習慣病、心疾患、脳血管障害､糖尿病、ガンの死亡数ともに増加している。他方環境面では、大 

気中に放出されるＣＯ２の軽減を目標に「京都議定書」を日本は批准した。環境面からも日々の家庭生活から省エネ 

ルギーを心がける必要がある。２００６年経済産業省は家電製品の消費電力を２割節減することを目標に掲げた。 

共鳴焼は、 

健康的な食生活が誰でもでき、減塩、低脂肪、低糖分で、簡便に早く、美味しく食べられる調理の方法と省エネルギ 

ー効果を実践した。 

調理が美味しくできる 

京料理の調理方法と同じで素材の味を引き出す、調理の方法である。素材をそのまま加熱するだけで遊離アミノ酸 

類が増加する。うま味が増し余分な調味料を必要としない。魚、肉類は、始めに短時間加熱するだけで、”あく”や余分 

な”脂肪”を簡単に取り除くことができる。 

共鳴焼の原理 

マイクロ波の波長を全て、食品が熱吸収する波長の領域、赤外線、遠赤外線の波長に転換し、２００℃の温度で熱 

輻射する構造になっている。電子レンジのマイクロ波の波長を全て、食品が吸収する波長に転換して加熱している 

ために早く、美味しく調理ができる。波長転換は、磁性体にマイクロ波を吸収させ、磁性体の原子スピンの磁気共鳴 

による加熱と誘電加熱、渦電流損による加熱の３種類から熱転換輻射をしており、熱効率が高い。電子レンジを利用 

したマイクロ波の加熱は、食品の分子と分子の回転摩擦から生じる熱によって加熱され、共鳴焼の加熱は赤外線、 

遠赤外線の波長振動によって熱輻射して加熱される方法である。マイクロ波による直接加熱では分子回転の加熱で 

は、分子同士の回転によって分子の組成が変わることが多く、食品のタンパク質、ペプチドなどの組成変化が生じる 

ことがある。 

共鳴焼を利用した調理は 

一人前、二人前、小家族の調理でも、美味しく、健康的な調理ができる。片手鍋や片口鍋は身体的なハンディキャッ 

プを持つ人や高齢者、幼児の人々も直火を使わないために安全に簡単に調理ができる。 

共鳴焼の電子レンジによる簡単な調理方法 

－ 知っておいてほしい基礎知識－ 

＊電子レンジのなかに共鳴焼の鍋を入れ、レンジ強のスイッチを入れると鍋の黒い面は、 ３０～４０秒で内部の表 

面温度は、２００℃になっています。 

火力の強弱はレンジ強や弱又は解凍などで調整して下さい。
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＊鍋の黒い面から、赤外線、遠赤外線が熱輻射し加熱されます。 

＊野菜や肉類、魚などは満遍なく、赤外線、遠赤外線の波長が照射されると全体に熱が伝わり美味しくなる。 

＊共鳴焼きの特長は素材の味覚を引き出す調理方法です。 

＊鍋を始めに１３０秒～１分間、加熱しておいてから素材を入れると水分分離が少なくなる。 

＊加熱は必ず蓋をしたままで加熱する。 

＊これまで調理の途中で蓋をあけることをとめられていますが、この調理では、その心配はありません。途中で一 

度加熱の状態を確かめ再加熱しても味覚の違いはありません。 

＊減塩、低脂肪、糖分をひかえめにして、美味しくいただけます。 

＊加熱時間の異なる食材を始めからいっしょに入れ、加熱すると”にくずれ”が起きやすく、加熱時間の長い食材 

を始めに加熱し、加熱時間を考えて順次具材を入れ加熱する。 

＊食品加熱ではタンパク質が変成すると味覚が低下する。その温度は８０℃以上の温度を 長く維持させないこと 

です。 

＊食肉の美味しさはペプチドの組成が多くなるとふっくらとした食感が作られる。その最適温度は、５０～６０℃で 

あり、この温度帯を肉類では３～４分維持するとペプチド化が進みます。電子レンジ強から弱に切り換えると同じ 

温度で維持できる構造になっています。 

最適温度のタイミングを知れば一層美味しく調理ができます。 

調理の前処理 

調理加熱時間が長く必要な食材は、バレイショ、サツマイモ、ナス、カボチャなどです。 

タマネギは加熱時間によって味覚が変化します。 

加熱時間の必要な野菜は、個別に加熱して、それぞれの味覚を整えてから他の食材と合わせると美味しく加熱むら 

が生じない調理ができます。 

野菜の前処理と加熱 

１． サツマイモ、ジャガイモ、里芋等の加熱は、皮が付いた状態で加熱し、加熱後に皮を取ると表皮が簡単に取れる。 

１）サツマイモ、ジャガイモ、里芋は水洗いし、そのまま加熱する。 里芋は表皮に切れ目を入 

れておくか、上下をカットしておくと皮がめくりやすい。堀立ての里芋は表皮の密閉度が高く 

ポンポンと破裂することがあるので、表皮に切り目を入れておく。 

２）１５０ｇ～２００ｇのいも類を２～３個入れて、５～６分加熱すると食べられる状態になる。 

加熱時間は、量と大きさで違いがあり、５～６分後に一度取り出し竹串でさして確認する。 

３）シチュウやカレー、煮付けるときは、加熱後に表皮をとり、大きさを整えて、出汁やルー 

を暖めて入れ、少しねかせてから再加熱すると美味しく 

出来上がる。 

４）里芋を煮付ける時は、加熱後に表皮をめくり、里芋にサラダ油をからませ、煮付けるとにくずれが少ない。 

２．レンコン、ゴボウ 

１）レンコンやゴボウは、泥を落とし、表皮 がきれいな場合は、表皮がついたまま 加熱できます。 

皮のまま利用すると栄養価が高い。 

２）下処理として輪切り、半割り後のスライス、笹掻き、スライス、大きさを整える水１０００ｃｃに酢小 

さじ１杯を入れ５分程度浸けておくと白く仕上がる。 

３）水をいれずにそのまま満遍なく広げて加熱する。レンコンは加熱後に粘りが出る程度まで加熱する。 

３．ナス 

１）ナスは、熱の通りが悪く、表皮に賽の目又は短冊の切り目を入れる。
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ナスの皮の部分を鍋の面に沿わして入れると全体に熱が伝わり安い。 

２）米ナス、加茂ナスは、輪切りにして、切り口に串で刺し穴を開けておくか、切れ 目 を 

入れておくと火の通りが早い。 

田楽ナスは切り口の両面にごま油１にサラダオイル１の割合で混ぜて薄く塗っ 

ておき、その上に味噌を塗り加熱すると味噌味がナスに浸透する。加熱時間は、厚さ１．５ｃｍで約５～６分 

３）煮付けるときは、出汁を暖め、熱い時に入れると浸透が良い。 

４．三度豆、インゲン豆 

三度豆とインゲン豆は火の通りが悪い。 

１）丸のまま加熱せずに、斜めに３～４ｃｍの長さに切り加熱すると早く加熱できる。加熱する 

時間は２００ｇ程度が２分～３分で仕上がる。 

５．枝豆、 

１）枝豆のさやの先両方を切り落とす。 

２）塩水に４～５分つけておく。 

３）加熱するときは水を切ってそのまま加熱する。 

４）量が大いときは、そのまま冷凍も可能であり、４～５日後は味覚、色共に冷蔵庫で保存できる。 

６，キヌサヤエンドウ、スナックエンドウ 

１）市販は平均して１００ｇ～１５０ｇの袋に入っており、 

２）水洗い後に、すじを取りそのまま２分～２分３０秒の加熱 

３）鍋から取り出し、冷水で冷やし水切りすると長く保存できる。 

４）キヌサヤエンドウやスナックエンドウは卵とじなど急ぐ調理に便利 

７．そらまめ 

１）そらまめを加熱するときは、豆のさやの両先を少し切り取る。 

２）さやのまま加熱する。加熱時間は１０本程度で３分程度、まめさやの 色 が 

緑に変色している状態で判断して下さい。 

８．キャベツ、レタス 

１）外側の葉を切り離し、良く洗い、傷んでいたり変色した場所を取り除く。 

２）１分程度加熱すると少し硬い葉もロールキャベツやロールレタスに利用できる。 

３）１分程度の加熱で殺菌でき、変色が無く、シャキシャキ感が残り、温野菜のサラダに最適。 

４）一度加熱した野菜が多く残った時は、そのまま脱気し冷蔵庫、冷凍保管が可能。 

９．タマネギ 

１）タマネギは、調理の利用範囲が広いので加熱時間と味覚の違いがあり、一度確かめておく。調 

理する内容に合わせて加熱時間を工夫する。 

２）輪切り、スライス等調理の目的に合わせて切り方を変える。 

３）２分程度の加熱では、温サラダに、５分程度加熱し保存しておくとシチュウ、カレー、 ハヤシ 

ライス、和風の惣菜に常に利用できる。 

４）痛み始めたタマネギは、皮をとり、２～３分加熱して、冷凍、冷蔵保存が可能である。タマネギは、加熱して一日ねか 

せておくと味増す。 

１０．ネギ 

１）白ネギ、根かぶ、九条ネギ、細ネギともに根を取り洗浄し、調理の目的に合わせてスライス、輪切り、などに整える 

２）ネギは加熱時間によって味覚が変わる。成熟したネギほど加熱すると味覚が増す。 

３）タマネギと同じように加熱後に１日～２日ねかせておくと味覚が増す。
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１１．細ネギ 

１）薬味に利用する細ネギは、夏場は傷みが早い、細く刻み鍋に満弁に薄く広げ、３０秒程度感熱すると殺菌でき、 

保存性が高い。 

１２．ニンジン 

１）普通ニンジンは表皮が取り除かれて流通している。そのために新たな表皮が作られ硬くなっていることが多く、熱 

の入りが悪いことがある。他に抽台（素が入る、次の花芽の生育）に入ると内部の色素変化している場所が硬くな 

る。長く保存されているニンジンが生じる現象の一つ。普通の加熱では、気付かないことがこの波長の照射によっ 

て、自然現象がはっきりと示される。 

２）ニンジンの切り方は、段切りよりもスライスや輪切り、銀杏切りなどの均一の厚さに切ると熱均一に入り加熱むらが 

少なくなる。 

３）シチュウ、カレー、和風惣菜は加熱後に合わせ、味覚を整えるとそれぞれの野菜の味覚がしっかりと残り、美味し 

く食べられる。 

１３．ダイコン、コカブ 

１）皮と内部とは加熱による火の通りに違いがある。にくずれしない加熱が大切。 

スライス、半○、銀杏などの切り方では皮の残し方を工夫する。 

２）水を入れずに加熱し、熱が通ってから出汁を入れると、にくずれしない調理ができる。 

３）おでんのダイコンは丸切りにしてそのまま加熱し、おでんの出汁に入れると簡単に仕上がる。ふろふきダイコンは 

表面に昆布茶を降っておくと昆布の味覚が入る。 

１４．アスパラガス、ピーマン 

１）大変早く熱がとおるので加熱時間を２分程度で一度確認する。水を入れない。 

２）アスパラガスは足もとも軟らかくなる。スナックエンドウは筋を取って加熱する。 

３）ピーマンはスライスにして種を取って加熱する 

４）とうがらしは切れ目を入れて加熱する。そのまま加熱するとはじくことがある。 

１５．カボチャ 

１）カボチャは皮が硬く、皮の面を少なくする切り方をする。 

種が残った状態で加熱するとはじくことがある。 

２）小菊ナンキン等の小さなカボチャの中に具材を入れ蒸し物にする調理に最適。 

３）カボチャに味を付けたり、他の素材を加えるときは、カボチャを加熱した後に暖かい状態のときに出汁や調味料を 

加える。 

１６．ブロッコリー 

１）水洗い後に一口サイズの大きさに割り、全体にしっとり水分が付いた状態で加熱する。表 

面が乾燥した状態で加熱すると乾燥野菜のような状態になりやすい。 

２）加熱時間は、再加熱して調理するときや冷凍する場合は、１玉で２～３分（０．５ ～０． 

７ｋｗ）そのまま食べる場合は１分程度長く加熱し取り出し、さっと冷水で冷やして水切りし 

ておくと長くグリーンが保たれる。 

３）ブロッコリーの茎の部分も加熱すると軟らかくなり、甘みが出て食べられる。 

色落ちしないので千切りにしてきんぴらゴボウ等に混ぜると彩りが美しい。 

１７．ホーレン草を湯がく 

１）水洗いの後、軽く水切りし、直接加熱する。 

２）一束で約３分～４分（０．５ｋｗ～０．７ｋｗ）取り出し水洗いする。ホーレン草にはシュウ酸があり、必ず水洗いしてシュ 

ウ酸を流す。
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３）水洗い後は、水を切り大きさを整える 

１８．小松菜 

１）水洗いし、軽く水を切り、そのまま加熱する 

２）一束で３分～４分（０．５ｗ～０．７ｋｗ） 

３）取り出し冷水でさっと冷やし、水切りし大きさを整える 

１９．ハクサイ 

１）ハクサイは葉の白く硬いところと軟弱な軟らかい部分に切り分ける。 

２）白く硬い葉の芯を調理に使う大きさに切り、始めに３分～４分（０．５ｋｗ～０．７ｋｗ）加熱する。その上に軟弱な葉を 

入れ２分～３分（０．５ｋｗ～０．７ｋｗ） 加熱し取り出す。 

３）鍋料理お揚げとの惣菜料理も始めに加熱しておくとハクサイが甘くなり美味しくなる。 

２０．筍 

筍の皮付きを湯がくときは、水や糠を入れずに、水洗い後にそのまま加熱して下さい。 

１）皮が付いた状態で水洗いをして、出刃包丁で縦に切れ目を入れる。 

＊切れ目はしっかりと入れないと破裂する事がある。 

２）太さで加熱時間に違いがあり、１０ｃｍで約１０分程度、加熱し竹串で刺してみて加熱の状態を確認する。串が軟ら 

かく刺さる状態がベストの加熱。 

３）加熱後は皮を取り、そのままでも美味しく食べられる。 

味噌焼きは、筍を半分に切り、その中に調味料を加えた味噌を詰め、もう一度筍を糸で縛り、 同じ要領で加熱する 

と味噌焼きの筍が楽しめる。 

野菜の早い調理 

２１．ゴボウ、レンコンのきんぴら１人分～２人分、 

ゴボウ中１本、レンコン大、１／３玉。水５００～７００ｃｃに酢小さじ１杯程度いれた水にゴボウ、レンコンを浸けておく、 

殺菌と色変わりの防止。鍋は蓋をしたまま１分程度加熱しておく。 

１）ゴボウは皮を取り、千切り又は笹掻き、レンコンは皮を取り１／２に割り、厚さ１ｍｍ～２ｍｍに切り揃える。 

２）ゴボウ、レンコンの水を切り、鍋に入れそのまま３分加熱するとレンコンに薄く粘りがでる。 

３）胡麻油とサラダオイルをそれぞれ小さじに１杯を入れかき混ぜて、調味料、お醤油、みりん、小さじに２杯、酢小さ 

じ１／２をかき混ぜ全体に馴染ませて、電子レンジを弱に切り換えて２～３分加熱、予熱で２分～３分寝かせる 

４）取り出して一味をかるく降る。 

２２．お揚げと水菜の煮付け １人前～２人前 

水菜１／２束、お揚げ１／２カット 

１）お揚げを短冊に切り、２分加熱し取り出しておく、 

２）水菜を水洗いして４～５ｃｍの大きさにきり、３分程度加熱する 

３）水菜の中にお揚げを入れ、かき混ぜ調味料を入れる 

４）調味料はお醤油、みりん小さじ２杯、酢小さじ１／２杯、お酒大さじ一杯 

片栗粉を小さじ２杯に、水、おおさじ２杯を混ぜておき加熱後に取り出し全体にまぜる。 

一味を少々、水菜とお揚げに満遍なくかき混ぜもう度１分加熱する。予熱で２分～３分寝かせる。 

昆布だしがあれば水の変わりに出汁を入れるとより美味しくなる。 

出汁を取る 

昆布と鰹の出汁 

京料理は始めに昆布だしを取り調理の内容によって、鰹出汁を加えて、調味料の砂糖、塩、お醤油、みりん、酒、酢な 

どで出汁の味覚を整える。
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昆布は４０℃以下の低温で６時間～１０時間かけて抽出するのがこれまでの方法である。共鳴焼を利用する場合は、水 

と昆布を入れ、水の量から水温が４０℃になる温度の時間を始めに計り、加熱する。 

１０００ｃｃの水が夏の水温５分程度（０．５ｋｗ～０．７ｋｗ）冬で６分程度 

その後電子レンジの出力を弱に切り替え５分程度加熱し、最後に一度強に切り換えて２分～３分で８０℃にすると昆布 

出汁が取れる。 

鰹出汁は、８０℃の水温状態になった時入れ、強で１～２分おき、弱で３分程度加熱し取り出すと抽出できる。 

基本は沸騰させずに８０℃の温度で波長振動させると味覚が整えられる。 

共鳴焼で出汁を取ると２０～３０分で昆布出汁と鰹出汁が抽出できる。 

鳥がらからスープの取り方、豚骨スープの取り方 

鳥がらをそのまま共鳴焼の鍋に入れ３～４分加熱すると鳥がらの水と”あく”が始めに分離できる。 

そのまま流した後に他の鍋で加熱していたお湯を入れ、強で３分程度加熱後に、弱に切り替えて 

１０分程度経過すると鳥がらスープが取り出せる。始めにあくを取り出すのがコツである。地鳥など 

少し大きな鳥、骨ほど味がよい。鳥がらスープに野菜を加えて加熱して、冷凍保存しておくと便利。豚バラの骨付きな 

ども始めに３～４分加熱すると、あくと余分の脂肪が取り出せる。 

魚の料理、 

魚を煮付ける時は始めに鍋を１分～２分（０．５ｋｗ～０．７ｋｗ）程度蓋をした状態で加熱してから利 

用する。魚の美味し調理は、盛り付ける大きさに切って、魚の上に野菜の葉を被せ２～３分熱する。 

野菜の葉はキャベツ、レタス、ハクサイなどの食べられていない大きな葉が最適 

大きな骨のある部分は余分に１分程度加熱する。 

魚を直接加熱すると皮がはじきやすく、野菜の外葉やクッキングペーパー 

ーを魚の上に載せておくと皮と身の間がハジカない。 

美しく仕上がる。魚を煮付ける時の中蓋の変わりにもなる。始めの加熱で鍋の底に魚の 

あくが出ており、一あくを流し、クッキングペーパーでふき取っておくと生臭い魚の臭いが入らない。生の魚は、どのよう 

な場合も前処理として、始めに２～３分加熱し、あくを取る。生臭さを取り除くことが美味しく調理するコツである。 

煮付ける時は、一人分では、 

お醤油、みりん、各小さじ２杯、酢小さじ１／２、お酒大さじ１杯をかき混ぜて、共鳴焼きの小鍋で始めに２分程度加熱し 

ておき、その出汁を魚全体にかけ、野菜の葉を被せて再加熱２分、弱で２分又は予熱で３分。 

＊青い魚はきざみ生薑を入れる。梅干し、山椒を入れるとより美味しく仕上がる。 

ブリの照り焼きは、一人分では、 

ブリ一切れ、１００ｇ～１５０ｇの場合 始めの加熱の時に刻み生薑を厚さ１～２ｍｍ１０片ほどを入１ 

～２分加熱する。ブリをそのまま加熱すると水分とあく及び余分な油が始めに出ており、そのまま流してあくを取り除く、 

他の共鳴焼きの小鍋に出汁を作り加熱しておく、出汁は、お醤油、みりん、各大さじ １杯、お酒２杯、酢小さじ１／２、 

すり生薑を小さじに１／２、ブリに出汁を全体にかけて２分間加熱、その後で２分又は予熱で３分こげ目を付けたいと 

きは、薄く鍋にサラダオイルを付けておくとこげ目が付く。 

サーモンのバター焼きのときは、一人分
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サーモン一切れ、１００ｇ～１５０ｇ塩、こしょうをサーモンに軽く振り、お醤油小さじ１／２を薄く掛け、バターをスプーン２ 

杯を薄く切り、魚の上に乗せ１分～１分３０秒程度再加熱する。予熱で２分 

サーモンの生臭い臭いが嫌いな人は、始めに１分加熱すると水分とあくが出るその水分とあくと余分な油を流すと臭い 

が少なくなる。 

＊ワイン蒸しの場合は始めの加熱に大さじ２杯ワインを入れ加熱し、あくと一緒に流してもう一度大さじ１杯ワイン 

を入れると風味が出る。 

鯖の味噌煮、一人分 

鯖一切れ１００ｇ～１５０ｇｘ２ 

鯖のお醤油煮付けや鯖の味噌煮では始めに生薑をみじん切りにして１０片ほど入れて２分加熱する。水分とあく及び 

余分な油が飛び出しており、きれいにながしておくと青い魚の臭いが少なくなる。 

味噌、大さじ１杯、お醤油、小さじ１杯、みりん、小さじ２杯、お酒大さじ１杯、すり生薑、小さじ１／２、酢小さじ１／２杯、 

砂糖大さじ１杯をかき混ぜ共鳴焼きの小鍋に加熱しておき、鯖全体になじませ、野菜の葉をのせて再加熱２分程度す 

る。但し骨付きの場合は１分余分に加熱する。味噌味を馴染ませるには、弱に切り換えて２分程度又は予熱を利用し３ 

～４分おくと美味しくなる。 

鰯、サンマの煮付け１人分 

小さな魚は頭や内臓を取り除き生薑のみじん切りを１０片程入れ野菜の葉をのせて２分～３分加熱し、魚から出たあく 

や、出た水分を流しておく、お醤油、みりん、を小さじ２杯分、お酒大さじ１杯、すり生薑を小さじ１／２ 酢小さじ１／２ 

を混ぜて始めに共鳴焼きの小鍋で加熱しておき、魚の上から全体にかける。 

魚の上に野菜の葉を乗せて２分加熱し２分～３分予熱で加熱する 

好みによって梅干し、山椒などを調味料と一緒に入れる。 

干物や塩干の魚、粕漬け、みそ漬けの魚を焼く 

共鳴焼きの特長は加熱すると塩分が表面にでる傾向がある。塩分控えめの魚や中塩、甘塩を選ぶ方が美味しく食べら 

れる。塩分の多い魚は、一度２分程度加熱し、お湯でさっと表面の塩分を流して食べることを進めます。塩分過多は高 

血圧、心疾患の原因になりやすい、又魚の焦げはガンの原因の一つとされています。 

塩シャケを焼く、１又は２人分、１切れ～２切れ 

骨付きは、２分～３分、切り身は１分３０秒～２分の加熱 焼き目を付ける場合は、アルミフォイルに取り出しガスで１分 

加熱 共鳴焼きでこげ目を浸けるときは表面にサラダオイルぬるとこげ目が付くが出来るだけ余分な脂肪は控えよう。 

粕漬けの魚、みそ漬けの魚を焼く、１人前一切れ２人分２切れ 

厚さが２ｃｍ程度あれば、２分～３分加熱。薄い場合は１分３０秒～２分加熱。焼き目がほしいときはアルミフォイルにの 

せてガスなどで１分加熱。共鳴焼きに薄くサラダオイルを塗っておくと焼き目が付く。 

開いた鰯や丸干しの鰯、サンマの干物 

１分から１分３０秒の加熱焼き目はでないが大変美味しい。みりん干しは４０秒～１分、開いたサンマは１分～１分３０秒 

みりん干し４０秒～１分 

その他の魚料理 

ブリダイコン１人分～２人分 

１）ダイコンを厚さ１．５ｃｍ～２ｃｍに銀杏切りにして４切れ～６切れ、 

２）ブリカマや頭のあら４～５ｃｍのブロックを４～６切れ、 

３）始めにダイコンを共鳴焼きに入れ３分～４分加熱し、取り出しておく、 

４）ブリを鍋に入れ３分程度加熱すると”あくと余分な油や水分が出ており、流す。 

５）ブリと加熱していたダイコンを入れ、 

６）お醤油、みりんをそれぞれ、大さじ１杯半～２杯半、お酒大さじ３杯～５杯、きざみ生
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１０～２０片を別の共鳴焼きの鍋で２分程度加熱し、 

ダイコンとブリ全体に掛けて電子レンジ強で３分、弱で３分または予熱５分で仕上がる。 

養成物などで加熱したときに臭みがあれば、調味料に味噌を大さじ１杯入れかき混ぜると魚の臭みが少なくなる。 

＊ 切り身のブリは２分程度の加熱で一度あくを流して調理する。 

魚のあら煮 ２人分 

ブリ、鮭、鯛などの魚はあらが美味しい。 

１）魚のあらをそのまま３分加熱する。 

２）魚のあらには多くのあくがあり、きれいに流し出す。 

３）調味料は、お醤油、みりん、それぞれ大さじ１杯お酒大さじ３倍、酢小さじ１杯を混ぜて別の 

共鳴焼きの鍋で加熱しておき、魚の全体に掛け２分程度再加熱する。刻み生薑又は山椒、な 

どは同時入れる。

＊イカを煮付ける時は始めに醤油、みりんで味を付け、片栗粉を表面にまぶし 

加熱すると縮まない。イカは直接加熱すると極端に縮み小さくなる。イカは火の通り 

が早く、煮る時は野菜類の加熱が終わった最後に入れるとよい。 

＊干物を加熱するときは、火の通りがはやく、３０秒ぐらいで一度確認する。 

目指しなどは鍋の底に割り箸や竹の串を入れ加熱するとよい。特にするめの火の通りは、早い。 

肉類の調理 

肉類の赤身の肉は熱の通りが早く、脂肪分は少し時間がかかる。 

肉類も魚と同じように、始めに加熱すると出てくるエキスには脂肪分が多く”あく”を取ると美味しく食べられる。ブロック 

の肉やもも肉などはあくを取るのは「おから」の中に入れて加熱すると脂肪とあくが一緒に、早く取れ美味しくする。 

ソフトな味覚になるには、リンゴジュースに３０分～１時間程度浸けておくと軟らかくなる。 

スライスされた牛、豚、羊、鶏肉の”あく”余分の脂肪をとるのにも、リンゴジュウスに２０分程度浸けておくと”あく”と余分 

の脂肪が取りやすい。牛肉のすじ肉、バラ肉、タンやシチュウ肉のもも肉、カレー肉、ホルモン、豚のバラ肉、もも肉もリ 

ンゴジュウスに浸けておくと”あく”と余分の脂肪が取れ軟らかくなる。他にカボスのジュウス、パイナップル缶の汁も同様 

の効果がある。 

豚肉、 

１）三枚肉やもも肉ブロック、３００ｇ～５００ｇ 

２）おから一袋 ３００ｇ～５００ｇ 

３）肉全体をおからにくるんで、 

４）電子レンジ強で、７分～８分、弱に切り換えて５分～７分、仕 

上げにもう一度強２分で取り出して水洗いしておからを流す。 

＊始めにリンゴジュウスやカボス、パイナップルに浸けておくとそれぞれの果実の香りが楽しめる。 

５）熱いときはそのままスライスにしてお醤油、洋辛子で、６）冷たくなっても従来の豚肉が冷えた状態のように”ぱさぱ 

さ”にならず、ふっくらとした形状が残っており、作り置きができる。弁当のおかず、サンドイッチ、サラダに入れると大変 

便利。 お醤油、みりん、果実酢を等分に入れ漬け込んだり、赤ワインで漬け込んで冷蔵庫に入れておくと、忙しい時 

の一品料理が直ぐに出せる。 

＊大きなブロック肉は２ｍｍ程度の間隔で割を入れ、ドライフルーツ（イチヂク、プラム、ブドウ 

ナツメ）などを小さくきざみサンドイッチに加熱すると風味が出る 

＊豚肉を低脂肪で調理が簡単に出来る方法である。 

豚肉を加熱したときにでる”あく”も一緒に取り除かれる。
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薄切りの肉は、始めにリンゴジュウス２０分程度浸けておき、みりん、醤油や他のスパイス等で下味を付け、片栗粉やく 

ず粉を小さじ２杯に水大さじ２杯でうすめ、最後に全体にかきまぜると美しく食べれる。 

１）豚肉薄切り、３００ｇ 

２）お醤油、みりんをそれぞれ大さじ１杯、酢小さじ１杯、砂糖小さじ１杯、すり生薑小さじ１ 

杯をかき混ぜポールに入れ、豚肉を入れ下味を付け加熱する。 

３）片栗粉を小さじ２杯入れ、大さじ２杯の水でうすめ、全体に馴染ませておく 

生薑焼きは、始めに鍋を２分程度加熱して、豚肉を入れ３分程度加熱後に取り出す。 

＊豚の香りが好きでない場合は、始めにリンゴジュウスに浸けておくとあくと脂肪が少ない調理が出来る。 

酢豚の場合は、始めに野菜のタマネギ１／２、を短冊、ニンジン１／４短冊を加熱して、十分に加熱されてから下処理を 

した豚肉を入れぜんたいをかき混ぜて仕上ると美味しく出来上がる。青い野菜はタマネギやニンジンが加熱されてから 

豚肉と一緒に入れる。 

牛肉、 

牛肉は、豚肉よりも火の通りが早い。特に赤身は熱の通りが早く、強で加熱するよりも弱でゆっくりと加熱すること。 

大きさ、厚さで加熱の時間に違いがあり、加熱し過ぎると味覚が落ちやすい。電子レンジの強で始めに加熱し、弱に切 

り換えて加熱すると、ふっくらと仕上がる。 

新しいローストビーフ 

１）牛もも肉３００ｇ～５００ｇ。 

２）竹串でブロック肉に適当に串穴をいれておく 

３）塩こしょうをふる。 

４）赤ワイン１００ｃｃ、お醤油、みりん、それぞれ大さじ１杯をボールに入れ牛肉を１時間～２時間浸けておく。 

５） 牛肉を取り出し、おからに全体をまぶして、強で６分、その後弱に切り換えて５分～７分、最後に強に戻して２ 

分、予熱で２から３分で仕上がる。＊ワインの変わりにリンゴジュウスやカボスでも美味しくなる。 

暖かいとはそのまま、冷えても肉が締まらずに美味しく食べられる。 

肉じゃが １人分 

タマネギ１／４、ジャガイモ１玉、ニンジン１／４、糸コンニャク７０ｇ 

タマネギはスライス、ジャガイモ１／６カット、ニンジン段切り、糸コンニャクを入れそのまま４分～５分加熱 

牛肉、１００ｇ、下処理としてリンゴジュウスに浸けておく軟らかくなり”あく”取りの必要がない。 

調味料は、お醤油、みりんをそれぞれ大さじ１杯、酢、小さじ１杯、お砂糖小さじ１杯、お酒、大さじ１杯をかき混ぜ 

て加熱しておく、別に小さじ１杯の片栗粉と水大さじ１杯を混ぜておく。野菜に熱が十分に入ってから、牛肉を取り 

出し、リンゴジュウスを切り、調味料と共に鍋に入れかき混ぜて、３分加熱、仕上げに別に入れていた片栗粉と水 

をかき混ぜ、予熱２分で仕上がる。＊硬い肉ほど長くリンゴジュウスに浸けておくと軟らかくなる。 牛肉をカボスに 

浸けたときは、甘みが少し少ない。 

鶏肉、ももの肉のブロックは厚さに差があり、厚さを整えると加熱が均一になる。 

加熱すると若鶏ほど水分分離が激しいが、始めに出る水分を一度流しておくとよい。 

”あく”や余分な脂肪がとれて健康な摂取になる。３分程度の加熱で水分やあくは取 

れる。特に骨付きの肉ほど”あく”が多く、始めの処理で美味しさが変わる。骨付き肉 

は、一度裏返して熱の通りを確認する方がよい。煮付ける時は、鶏肉３００ｇ、お醤油、 

みりんをそれぞれ大さじ１杯等分に入れお酒大さじ２杯酢小さじ１杯、をかき混ぜて加 

熱後の鶏肉の上から掛けて再加熱２～３分加熱し仕上げる。蒸し鳥は、３００ｇを始めに３分程度、加熱して”あく”を取り、 

三杯酢大さじ３杯、生薑みじん切り、白ネギを千切りにして全体にかけて強で２分、電子レンジを弱にして３分、後は予 

熱で３分。ワインや日本酒を大さじ２～３倍入れると美味しくなる。
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簡単調理 

１．温タマネギ、 

タマネギを輪切りにしてそのまま４～５分加熱し、取り出し卵と出汁を入れ再加熱２分。出汁はお好みで、ベーコンを 

入れても、バターを入れても美味しく食べられる。 

２．鳥とスライスネギ 

白ネギをスライスにして、３～４分加熱し、鳥のササミやもも肉を塩こしょうで味付けし、再加熱３～４分、ササミはばら 

して出汁を入れても美味しく、一日 冷蔵庫に入れておくと翌日に再加熱するとより美味し 

い。 

味噌味にしても美味しく、胡麻味もよし、ササミは火の通りが早く、もも肉は少し遅くなる 

３． アスパラベーコン巻き 

アスパラを洗い、２～３本にベーコンを巻き塩こしょうで２～３分程度の加熱 

４．冷凍うどんはそのまま出汁とネギ、卵や鶏肉を入れ加熱し調理ができる。 

ご飯を炊く 

米１に対して炊きあがり重量は２．５倍になる。米を水洗い後に焼く１時間浸積し、水を流した後 

に、始めの米の重量に水１．３５倍入れ強で加熱する。軟らかく炊く時は水を１．４倍～１．５倍入 

れると軟らかく炊ける。新米は水分率が高く、古米や春先から米の水分率は幾分少なくなって 

いる。少し硬い状態で炊きあがったときは、霧吹きで軽く水分を含ませ電子レンジの弱で２分程 

度再加熱すると軟らかくなる。又米の芯が残っているときも再加熱するか予熱で寝かせると芯が軟らかくなる。両手鍋を 

利用するときは、米 ３００ｇ、良く水洗いをして、１時間浸積させておく、玄米や雑穀をいれる 

場合は２時間以上浸積しておく。但し、水の中にカルシウムが多い硬水の場合はもう少し長く 

余分に１時間浸積、水をざるで流し、水を切って、鍋に移し、水の量を４０５ｇを入れる。電子レ 

ンジ強で８～９分（０．７ｋｗ）、０．５ｋｗでは１０分弱に切り換えて７分～１０分、最後に強に切り 

換えて２分、予熱２～４分で最高の仕上がりになる。片手鍋や片口鍋を利用し一人前の炊飯をするときは、 

米 １００ｇで炊きあがり重量は２５０ｇになる。米を１時間前にとぎ、水に浸積しておく、ざるに移し、水を切り、水１３ 

５ｇを入れる。電子レンジ０．７ｋｗで４分、０．５ｋｗでは５分で沸騰する。沸騰時点で電子レンジの出力を弱に切り換えて、 

０．７ｋｗで５分加熱、０．５ｋｗでは６分加熱し、その後もう一度、強に切り換えて１～２分加熱すると大変美味しく仕上が 

る。炊きあがりの味覚は、大変美味しく、炊く量に関係しない。 

＊一人前１００ｇの米を炊くときは時間を半分にするとよい。 

＊枝豆、グリーンピース、豆ご飯等の色はそのまま残り、豆の甘みが深く最高のご 

飯に仕上がる。豆ご飯の時は、昆布茶を小さなスプーン２杯程度入れておくと、昆 

布の味が豆と合う。 

ピラフも同じ時間で仕上がる。 

海老や貝、魚を入れ、マッシュルームを入れバターを入れて同じ時間で仕上がる。玄米を炊くと白米よりも１００ｇで２分 

程沸騰時間が長くなる。その後弱に切りかえて予熱の時間を長い目にすると美味に仕上がる。 

お粥 

お粥には３分、５分、７分、重湯などがある。お米の量と水の比率で分かれている。５分粥は、米の重量に対して水の重 

量３倍が目安、米は浸積１時間後に始めの米重量に対して水３倍を入れる。一人前のお粥は、米５０ｇに水１５０ｇを入 

れ、電子レンジ強で４分、弱に切り換えて、５分、最後にもう一度強に切り換えて１分、後は予熱で２～３分で仕上がる。 

牡蛎雑炊は７分粥程度の水分量が最適、お粥は糊状になると味覚が低下する。 

酸性の水で炊飯すると糊状になりやすく、弱アルカリの水で炊飯すると糊状にならない。梅干しを入れると糊状になら 

ずにおいしくなる。シャケ粥などは、焼いた鮭を後から入れる方が美味しくなる。茶粥は番茶を沸かして炊く方法とほう



11 

じ茶を袋に入れ、葉がご飯に混ざらないようにするとお水から炊くことができ、出来上がりに茶袋を取り出すと２度手間 

が省ける。 

鍋料理 

カス鍋、寄せ鍋、どて鍋、キムチ鍋、チャンコ鍋、冬期には鍋料理の種類が多い。鍋料理には、魚貝類、豚、鳥、野菜 

を多く利用する。鍋料理は始めに出汁を取り、具材を入れていくのが普通である。鍋料理に入れる魚、豚、鶏などは、 

始めに共鳴焼で２～３分直接加熱すると、”あく”がでる。あくを取る加熱だけで魚、豚、鶏の味覚が増し、鍋の中に入 

れると鍋にあくが広がらず美味しく食べられる。野菜類も始めに簡単に前処理として加熱してから入れると味覚が増し、 

その上に肉ずれが少なく、美味しく食べられる。 

うどん、和そば、焼きそば 

市販の生麺は袋から取り出し、そのまま２～３分加熱して下さい。出汁は加熱後に入れ具材と加熱すると麺類の腰がし 

っかり硬く美味しく食べられます。生麺には塩分濃度が高く、出汁は少し塩分を控えめにするとバランスが取れます。 

冷凍麺は冷凍を戻す必要はなくそのまま出汁と具材を入れ加熱すると短時間に早く腰が残ったままで美味しく食べら 

れます。インスタントの麺は容器から取り出し、麺や具材と水出汁粉を入れそのまま加熱するとこれまでにないインスタ 

ントの麺の味が楽しめます。パスタ、スパゲッティは水と一緒に入れて加熱して下さい。 

水が沸騰すると一度取り出し、硬さを確認して下さい。パスタやスパゲッティはメーカーによって加熱時間が変わり、一 

定ではありません比較早く、が軟らかくなります。缶詰や瓶詰めのルーは共鳴焼きで再加熱すると美味しくなります。 

蒸しパン及び冷凍の飲茶 

始めに鍋を２分程度加熱する。真ん中の温度が低くなりやすく、別にセラミックポールを立てる 

とに部の温度が均一になる。ホットケーキの素を利用し、牛乳や卵を加えて、カスエラ鍋を利 

用する。ホットケーキが蒸しパンの状態で仕上がる。冷凍の飲茶は加熱する前に鍋を加熱し、その後に冷凍の飲茶入 

れスプレーで表面を湿らせて加熱すると表皮が硬くならない。 

お茶や紅茶、ハーブティ 

水の量と加熱時間を始めに実験しておく、いつも利用するお湯のみ、茶碗類、コップに入れる量とその割合から加熱 

時間と温度を確認しておくと美味しく利用できる。お茶によって抽出最適温度が違い、美味しく抽出するには水の温度 

が大切。 緑茶は７５～８０℃。 玉露は４５～５０℃。 番茶、ほうじ茶は９５～１００℃。 紅茶、ハーブティは９５～１ 

００℃水とお茶の葉を一緒に入れて加熱する。 一人分のお茶の量は緑茶や玉露は１００ｃｃ～１２０ｃｃ、番茶は少し多く 

１５０ｃｃ、紅茶は１５０～１８０ｃｃ。 いつも利用されているコップで量を計り、加熱温度と時間を知っておくと美味しく抽 

出できる。従来の茶葉や紅茶の葉の量よりも約２／３の量で美味しく抽出できる。 この加熱の特長は、軟水、硬水に関 

係なく抽出できる。水道水に含まれている次亜塩素は２０～３０秒で気化する。 

お酒の燗と焼酎のお湯割り 

お酒の燗 お酒の燗の温度は、普通は、４０℃、熱燗５０℃である。１合は１８０ｃｃの量、１５℃～５０℃、０．７ｋｗで１分で 

熱燗になる。アルコール濃度が高いほど早く高温になる。味は大変まろやかに香りが良く美味しく楽しめる。但し長く燗 

するとアルコール分が早く気化する。＊共鳴焼きで燗をすると大変美味しく、ついつい飲み過ぎるので、始めから量を 

決めておく必要がある。 

焼酎のお湯割り 

水と焼酎を好みの割合で入れ、そのまま加熱する。水と焼酎が美味く混ざり合い、香りが強くなる。多くの焼酎カップは 

１８０ｃｃ、０．７ｋｗの電子レンジでは、１分以上加熱するとアルコールが気化する。加熱時間に注意が必要である。芋焼 

酎の癖のある香りがなくなり、芋の良い香りが強くなる。 

＊あくまでも飲み過ぎには、注意が必要 

フルーツの未熟果を短時間に美味しくする方法
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洋梨、柿、リンゴが未熟で美味しさが足らないときは、鍋に入れ２０秒加熱し取り出し、１分～２分後に再度２０秒加熱を 

繰り返し４～５回繰り返すと完熟と同じ美味しさになる。リンゴの皮、柿の皮、梨の皮は捨てずに１分間加熱し、乾燥させ 

ておくと大変美味しく食べられます。 

イチゴジャムの作り方 

イチゴジャムは従来イチゴの重量に対して砂糖を同量入れ加熱されていた。共鳴焼きで作るとき 

は、イチゴの重量に対して３０％の砂糖で味覚が整い、腐敗の心配もすくない。イチゴジャムはつぶした状態やつぶさ 

ない状態は好みで分ける。共鳴焼きではつぶさない状態で美しくかたちが残り、もちもちした感触 

のイチゴジャムが楽しめる。かたちを残しておくとショウトケーキにもそのまま利用できる。 

１）イチゴの重量に対して砂糖３０％、塩少々、レモン汁少々、ペクチン（ゲル化剤） 

２）イチゴを塩水で水洗いし、ヘタを取る 

３）共鳴焼きに重ねずに並べ強で１分程度加熱する。 

４）電子レンジから取り出し、砂糖塩レモン果汁を入れ３～４分再加熱する。 

５）ペクチンを入れ、全体を軽くかき混ぜ、再加熱は弱で４～５分程度 

６）容器に移すときは全体を殺菌し移し替える。殺菌はアルコール殺菌、加熱殺菌などが望ましい。 

７）出来上がったイチゴジャムは、冷凍保存が必要。


