特集

スパイス＆ハーブのレシピ集
ロジャッ
Rojak

しょう油……………………………………180g
モラセスシロップ…………………………100g

菜や果物に甘辛だれとピーナッツクランチ

レモングラス……………………………… 50g
ブンガンカンタン

けるなど、地域や民族によってさまざまな

（ジンジャートーチ）………………………1 本

アレンジがあります。ここではトロピカル

インスタント刻みワカメ……………………5g

風テイストのサラダに仕上げてみました。

材料

フルーツ、野菜
リンゴ
パイナップル
ターニップ
グアバ
パンプキンなどお好みで
トッピング

生トウガラシ…………………………………1g
作り方

1
2
3
4

ワカメを油で焦げないようにカリッと揚
げ、ミルなどで粉々にしておく。
レモングラス、ブンガンカンタンをミキ
サーで細かく刻んでおく。
全ての材料を鍋でとろみが出るまで煮詰
めて、目の細かいざるなどで濾し冷ます。

特集

マレーシアで手に入る

スパイス＆ハーブの
レシピ集
Recipes with Spices & Herbs

お好みの大きさ（小さめの一口大）に切っ
たフルーツにソースを混ぜて白ごまと

クラッシュピーナッツ…………………… 適量

ピーナッツを入れたら、マレーシアンフルー

煎り白ごま………………………………… 適量

ツサラダの完成です。

い

北インド料理で人気のタンドリーチキ

きび砂糖……………………………………300g

料理としてはインド風と中国風があり、野

な雰囲気を生かしつつ、スッキリとした和

Tandoori Tempeh

8人分

水……………………………………………300g

Rojakとは、マレー語で「混合」の意味。

を絡めたのが中国風。そのほかにも麺にか

タンドリー風テンペ

ロジャソース

クミンシード…………………………小さじ1
スターアニス…………………………… 1/2個
カルダモンシード（中身の種）……… 4個分

多民族国家マレーシアを彩るのが、マレー系はじめ中国、イン

B）

ド、フュージョンなどのバラエティーに富んだ料理たち。そ

ン、「動物性の材料を使わずに作ること

トマトピューレ……………………… 大さじ2

はできないか？」と考え出したのがこ

塩……………………………………… 小さじ1

こには、実にさまざまなスパイスやハーブが使われています。

のレシピ。ヨーグルトの酸味をトマト

レモンジュース……………………… 大さじ1

とレモンジュースで代替、ハーブとス

ターメリックパウダー……………… 小さじ1

今回はオーガニック料理シェフの伊藤淳 さんに、マレーシア

じゅん

で手に入るスパイス＆ハーブを使った、ヘルシーでおいしい

パイスを組み合わせることで限りなく
本物に近い味が再現できました。もち
ろん、大豆発酵食品テンペの代わりに
鶏肉を使うこともできます。

料理のレシピを教えてもらいました。

作り方

1

Aの材料をすべてフライパンに入れ、軽
く色づくまで煎って香りを出す。冷め

たらBの材料とともにブレンダーかミルで
材料

8人分

A）

コリアンダーシード…………………小さじ1
黒コショウ…………………………………8粒
ドライチリ…………………………………2本

サンバルサユールゴレン

よくかき混ぜて出来上がり。

Sambal Sayur Goreng

2

適量をテンペや野菜、鶏肉にマリネし

ナシレマ、ナシゴレンだけでなく、いろいろな炒め物などのトッピングに、マレー料理に欠か

てオーブンもしくはフライパンで火が

せない万能辛味調味料として使われているサンバル。辛さや材料など、各家庭によって味は微

通るまで焼く。

妙に違いますが、ここでは野菜と相性バッチリのレシピをご紹介。ピザやパスタ、パンなどの

シナモンスティック………………………1本

洋食にもよく合いますので、ぜひ試してみてください。
材料

肉骨茶（バクテー）

20人分

A）

玉ネギ………………………100g

Bak Kut Teh
最近、日本でも注目されるようになってきた「バクテー」。もともとは中国系の労働者が
スタミナをつけるために、解体後の余った骨付き肉をニンニクと漢方で煮込んだ鍋料理
で、味付けそのものは至ってシンプルと感じます。しかし、キバナオオギとシナモンを
プラスすれば、たちまち深みのある味に進化します。

ニンニク…………………… 80g

カレーパウダー…………… 4g
ターメリックパウダー…… 1.5g

10人分

3

ショウガ…………………… 10g
生コリアンダー…………… 10g
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炒め、香りがたったら、玉

の順に、どれもしっかりとキツ
B）

個）

コリアンダーシード………………………… 5g

カレリーフ………………… 2本

ニンニク…………………………………… 10片

ドライポルチーニ（あれば）………………… 1g

パンダンリーフ…………… 20g
ココナッツオイル………… 15g

ネ色になるまで炒め揚げる。
作り方

1

Aの材料を別々にフードプ
ロセッサーにかけて細か

キバナオオギ…………………………約3枚、5g

作り方

C）

くする。玉ネギ、ニンニク、ショ

シナモンスティック………………………… 5本

全ての材料を布のバッグに入れて1時間ほど弱

ケチャップ……………… 100g

ウガはザルで水気を切っておく。

スターアニス………………………………… 5個

火で煮る。その後にお好みの具材、豚肉、鶏肉、

砂糖………………………… 30g

陳皮……………………………………………半分

豆腐、キクラゲ、湯葉、白菜などを入れてさら

塩…………………………… 10g

に煮込む。

チリパウダー……………… 2g

しょう油…………………………………… 200g

②の油でニンニクを弱火で

ネギ、レモングラス、ショウガ

ワカメ………………………………………… １g
クミンシード………………………………… 3g

チンピ

り炒めて、油に香りを移す。油
こ

ガランガル………………… 15g

シイタケだし…… （水３ℓと干しシイタケ10

ドライロンガン……………………………… 20g

火にかけ茶色になるまでゆっく
のみ濾して鍋にいれる。

レモングラス……………… 50g

コブミカンの葉…………… 1g
材料

フ（枝は除く）を鍋に入れ、弱

2

4

コブミカンの葉、生コリア
ンダー、Cの材料を入れて、

少しとろみが出るまで煮て、冷
ましたら完成。

Bのココナッツオイルとパ
ンダンリーフ、カレーリー
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スパイス＆ハーブのレシピ集

ナツメグ
ニクズク科の常緑樹の種子。古くから西欧で珍
重されてきた。甘い香りとほろ苦さがあり、ひ
き肉料理屋や卵、乳製品料理によく合う。

クミン
エジプト原産のセリ科の植物の種子。いわゆる
「カレーのにおい」を特徴付けるスパイス。ビ
タミンやミネラルが豊富に含まれている。

カルダモン
セリ科植物の種子でカレー粉の主要スパイスの
一つ。生食する葉の部分が「パクチー」だとい
えば、ご存知の方も多いはず。

～マレーシアで手に入る～

世界中で使われている「スパイスの王様」
。イン
ド原産で、ベトナム、インドネシア、ブラジル、
マレーシアでも栽培されている。

マレーシアのスーパーマーケットや商店街、市場などではたくさんの

ブラックペッパーと同じコショウの実を水でふや
かして外皮を取り除いたもの。ブラックペッパー
より上品で穏やかな香り。

スパイス＆ハーブが売られています。彩り豊かで見ているだけでも楽

ショウガ 科 植物の種子で少し辛味あり。ペッ
パーに対して「スパイスの女王」と呼ばれてい
る。高貴で爽やかな香りがその由来。

そんなときはこの「図鑑」をご活用ください。

ブラックペッパー

しいですね。特に東南アジア原産のハーブは日本ではなかなか手に入

？
･･･

ホワイトペッパー

らないものが多く、値段の安さも魅力的。でも、何を選べばいいか分

からない

コリアンダー

スパイス＆ハーブ図鑑

特集

パンダンバナナケーキ
Pandan Banana Cake
東南アジア原産で、マレーシアでは昔から最も身近にあるハーブとして親しまれてき
たパンダンリーフ。お菓子には甘い香りや色付けに使われます。これと相性がいいの
は、同じく東南アジア原産のバナナ。豆乳とココナッツオイルを加えて「東洋のバニ
ラ」と称されるパンダンリーフの香りの魅力を最大限に引き出してみました。
材料

作り方

18cm、1ホール分

A）

準備

全粒粉…………………………………………… 250g

オーブンを200℃にしておく。底取ケーキ型に油

ベーキングパウダー…………………………小さじ2

を薄く、全面に塗っておく。

ベーキングソーダ……………………………小さじ1
B）

クッキングオイル…………………………………60g
ココナッツオイル…………………………………10g
砂糖…………………………………………………70g
豆乳……………………………………………… 140g

1
2

Aの粉類をボウルにふるい入れ、ハンドミキ

3

①の粉類に②の液体を入れて、スパチュラー

サーでよく混ぜる。
Cの材料をブレンダーに入れよくかき混ぜ、
濾してパンダン水を作り、Bの材料としっか

り混ぜ合わせる。

C）

パンダン水…………………………………………60g
パンダンリーフ……………………………………8枚
水………………………………………………… 100g
・・・

でボウルの端の材料をこそぎ取りながらボウ

ルを回すようなイメージで生地をこねないように

完熟バナナ…200g（しっかりとマッシュしておく）

さっくり混ぜる。粉がなくなりそうになってきた

レモンジュース………………………………小さじ2

らバナナも入れ、同様にスパチュラで均一に混ぜ
て型に入れて回し、遠心力でならす。

トッピング材料
ココナッツフレーク…………………………… 適量
オート麦………………………………………… 適量

オールスパイス

マスタードシード

バードアイチリ

フェンネル

フトモモ科の木の実。コロンブスが南米から持
ち帰ったスパイスの一つ。ナツメグ、シナモン、
クローブスを混合したような香り。

アブラナ科植物の種子。粒のままでは無味無
臭だが、潰して水と合わせると特有の辛みと香
りが出る。

普通のチリより小さくて可愛らしい見た目。し
かし、辛さは強い。東南アジアの料理によく使
われるのはこのタイプ。

セリ科植物の種子。魚のにおい消しに使われる。
不要な食欲を抑、消化不良や便秘を解消する
など、ダイエット効果も期待できる。

4

分経ったらオーブンシートなどでカバーをして、
さらに20分焼く。真ん中に温度計などを差して生
地が付いてこなければオーブンから取り出し、ナ
イフなどでやけどをしないように型から外しケー
キクーラーに出して完成。

トッピング材料を生地に乗せ、軽く手で押さ
えてオーブンに、180℃にして20分焼く。20

美肌ハーブティー
Bihada Herbal Tea
ビタミンやミネラルを豊富に含み、抗菌・抗ウイルス効果があり、
肌を引き締め毛穴を目立たなくする効果もあるレモングラスがベー
ス。同じくビタミン豊富で抗菌・抗ウイルス効果があるローズヒップ、
ストレスやホルモンバランスの乱れを整えるセントジョーンズワー
トなどを合わせた「美肌ハーブティー」、女性におすすめです。

レモングラス

ターメリック

クローブ

シナモン

東南アジア原産のイネ科の多年草。レモンの香
味成分と同じシトラールを含有。アロマテラピー
や虫除けにも用いられる。

ウコンの根を乾燥させパウダー状にして使う。
鮮やかな黄色がカレーの色付けに欠かせない。
肝機能向上や美肌効果あり。

フトモモ科の常緑樹の花のつぼみ。インドネシ
ア原産で強く甘い香り。肉の臭み消しのほか
チャイ、タバコにも用いられる。

クスノキ科の常緑樹の樹皮。西洋では料理や
お菓子、東洋では漢方に使われてきた。血管を
保護したり血流を良くする効果がある。

材料

8人分

レモングラス……………… 2g
ローズヒップ……………… 2g
セントジョーンズワート… 2g
ローズバッズ……………… 1g
スペアミント……………… 1g
ネトル……………………… 1g

作り方

1
2

全てのハーブとスパイスをブレンド
します。
ティーサーバーや急須に約2g分のブ
レンドした茶葉を入れ、沸騰直後の

お湯を注ぎ3分間泳がせれば出来上がり。

フェンネル………………… 1g
※より濃い成分と味を求める場合は10分
ほど煮出してください。1日3回・1 ヵ月く
らい飲み続けると、体も喜びはじめます。

コブミカンの葉

ベイリーブス

陳皮

タイバジル

タイ、マレーシア原産のかんきつ系の植物の葉。
ライムのような香りがあり、カレーや煮込み料
理などに入れられる。

インド原産でクスノキ科の植物の葉。甘く爽や
かな香りでクミンと相性が良い。油に香りを付
けるため、炒め物にも使われる。

乾燥させたミカンの皮。漢方薬の原料で消化促
進や咳止め作用がある。薬味として料理や漬け
物に、沐浴（もくよく）剤として使うことも。

シソ科植物の多年草。イタリアンで使われるス
イートバジルよりも香りが強い。日本では生で
なかなか手に入らない。

カレーリーフ
ミカン科の木の葉。熱を加えるとカレーの香り
を発する。日本では乾燥葉が出回っているが、
生葉のほうが香りが強く出る。
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パンダンリーフ
タコノキ科の常緑樹の葉。東南アジアで古くか
ら親しまれているハーブ。ビタミンやアミノ酸
が豊富で不妊症にも効くといわれる。

ガランガル
中国南部からインドネシア原産のショウガ科植
物の茎。
「タイショウガ」とも。日本では手に入
りにくい。

【写真＆資料提供】Jiawan Spice Marketing (M) Sdn Bhd 【取材協力】Justlife Group Sdn Bhd

特集は、セニョ～ムのホームページ www.senyumpress.com で公開しています！

ジンジャートーチ
マレーシア、インドネシア原産のショウガ科の
植物。果実は生食で、花は野菜として、種子は
スパイスとして用いられる。

マレーシアはスパイス＆ハーブの先進国
マレーシアの食材や料理を基に、これまでベジタリアン

ら作ったものですので、ノン・ベジタリアン料理に使えば、

（ビーガン）向けのレシピを20種類以上考案してきました。

おいしさが増すことでしょう。思えばマレーシアは昔からイ

今回ご紹介したのはその一部。動物性食品の使用が制限され

ンドや中国と関わりが深く、各国の多様なスパイスや生薬に

るなかであらためて気付いたのは、
「スパイス＆ハーブの力」。

加え、地元原産のハーブもたくさんあります。香辛料貿易で

往々にして退屈で味気なくなってしまうベジタリアン料理

栄えた「マラッカ王国」を起源とするなど、スパイス＆ハー

を、色や香り、またその組み合わせで豊かに味わい深くして

ブを抜きにしては語れない国。現在は世界のあらゆるスパイ

くれます。もちろん、今回ご紹介したレシピは肉や魚、乳製

スやハーブが手ごろな値段で手に入る「スパイス＆ハーブの

品、卵料理にもアレンジして使ってもらうことができます。

先進国」と言ってもいいと思います。皆さんも身近にあるス

もともとは淡白な食材でいかに満足してもらえるか考えなが

パイス＆ハーブを使って、日々の食事を楽しんでください。

伊藤淳さん
1977年生まれ。オーガニック料理シェフ。
「プロフェッショ
ナル・アドバイザー・オブ・ハーブ」資格会員。2003年に
千葉県松戸市にレストラン「オーガニック・カムー」を開業。
現在はマレーシアの自然食品販売会社「ジャストライフ」が
運営するカフェでメニュー開発や調理指導を行っています。
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