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冬の野菜供給源として、塩漬けして香辛料を加えた野菜「沈菜 ( チムチェ )」が
キムチの原型といわれています。

高麗時代になると独自の漬物文化が開花、初期のキムチは辛くない、塩と醤に漬けたものでした。

朝鮮時代には宮中料理の「薬食同源」精神を受け継ぎ、健康な食習慣を重んじました。

17世紀以降、唐辛子の流入によって今のようなキムチが登場した後は、塩辛の普及により、
植物性素材と動物性素材を一緒に使う独特な発酵食品となりました。
キムチは、作り方・使用食材・栄養学的機能性において世界的にユニークな食品であり、
ピクルド・ベジタブル(PickledVegetable) ではないキムチ(Kimchi) という独自の
カテゴリーとして分類されています。 

キムチの由来



1. 発酵

03 乳酸菌の王様熟成キムチ

発酵が進むにつれ風味と美味しさが
深まるため、比較的賞味期間が長いのが特徴です。
野菜の植物性乳酸菌はキムチ特有のピリッとした
酸味を出し、生きたまま腸に届いて善玉菌を増やします。
また、発酵により自然な甘みがあります。

韓国産キムチの3大特徴

3. ヤンニョム
薬味や調味料のことです。
味付けはもちろん、栄養
バランスを調節します。
主ににんにく、唐辛子、生
姜、ネギ、魚介塩辛の組み
合わせです。
ヤンニョムそのものだけで
栄養の宝庫です。

ソンマッ ( 手の味 )
韓国では料理上手な人を「手の味が良い」といいます。特にキムチは、
全て手作業で行われることから「手の味」が活きている食べ物といわれています。
白菜の漬け味、ヤンニョムの染み具合までその人の手によって味もバラエティ豊か。
同じ材料・同じ分量でも作り方によって味わいが違う不思議な発酵キムチです。

2. 野菜
キムチ = 野菜を漬けたもの
なので、多彩な野菜を使い
ます。白菜や大根、きゅうり、
青菜類から、時には南瓜、ご
ぼう、セロ リ、ブロッコリー
キムチまで可能性満載の
発酵食品です。

出典：韓国農水産食品流通公社発行『キムチの本』2012. 4 
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6 日目が乳酸菌量のピーク

発酵キムチの成分

乳酸菌量の変化
キムチの熟成期間別

市販のキムチを10°C の環境で 10 日
間保存し、乳酸菌の数量変化を測定し
た結果です。どのキムチも６日目に乳
酸菌量がもっとも多くなりました。

出典 : 世界キムチ研究所

区分 購入当日 
(logCFU/ml)

最大乳酸菌数 
(logCFU/ml)

A 社 6.30 【6 日目】8.81
B 社 5.32 【6 日目】8.65
C 社 4.78 【6 日目】8.79

食物繊維
糖尿病や高脂血症、動脈硬化
などの生活習慣病の予防

アリシン
動脈硬化の予防や血液をサ
ラサラにする作用

ニコチン酸
血行改善とアルコールの
分解を助ける働き

タウリン
コレステロール低下や
中性脂肪減少

アスパラギン酸
有害物質の排泄、中枢神経系
を守る働き

ビタミン
疲労回復ビタミン(B1)、
など

乳酸菌
腸内環境改善や免疫機能を
高める効果を発揮

ギャバ ( 天然アミノ酸 )

血圧を下げる働きや肥満や
糖尿病の予防

出典：韓国農水産食品流通公社発行『キムチの本』2012. 4 
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キムジャン = キムチ作りのことで、韓国では白菜が
収穫できない冬に備え、家族や隣人が集まって
一緒にキムチを漬けこむ風習があります。
この文化が 2013 年ユネスコ無形文化遺産に
登録されました。

http://www.health.com

世界も認めるキムチ
世界 5大健康食品として認定

世界ユネスコ無形文化遺産キムジャン

2006 年、アメリカの健康専門月刊誌『ヘルス』に発表された
世界 5 大健康食品の1つとして、韓国のキムチが選ばれました。

「ビタミン・乳酸菌成分と繊維質が豊富な低脂肪ダイエット食品」
として認められ、フュージョン料理などキムチのカジュアルな
食べ方も紹介されました。
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キムチ図鑑

ペチュキムチ
日本でも定番の白菜
キムチ。料理の素材
としても使いやすい。

カクトゥギ
大根を皮ごと角切りに
し、大根の甘味を楽しめる
歯ごたえのあるキムチ。

パキムチ
束にした細ネギを
和えたキムチ。
ネギの辛さとヤンニョムのコクが効く。

ポッサムキムチ
魚介・果物・ナツメ・
松の実・大根などを
白菜の外葉で包み贅沢に仕上げたキムチ。

チョンガクキムチ
10cm 以下の小ぶり
大根を丸ごと漬け、食感を
楽しめるキムチ。

オイソバギ

カッキムチ
からし菜を濃厚な
ヤンニョムに漬けた
キムチ。ほろ苦さと香りが絶品。

トンチミ
すっきりした酸味が自慢。
唐辛子粉を使わないシンプルな
ヤンニョムの水キムチ。

ナバッキムチ
薄角切りの大根、ネギ、
梨をたっぷりの付け汁に
漬けた辛さ控えめのキムチ。

十字切りのキュウリに
大根や生姜、にら、
唐辛子を詰めたキムチ。

出典：韓国農水産食品流通公社発行『キムチの本』2012. 4 
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地域別キムチの種類

イワシのダシを多く加
え、濃く深 い味 が 絶
品。エビとイシモチ、
イワシの塩辛で旨みを
増す。

全羅道

済州島
温かい気候で野菜の種
類も多いため、冬の植物
性栄養源となるキムチを
作る必要性が低く、キム
チの種類もシンプル。

江原道
東海岸を中心に魚類を
積極的に用いるのが特
徴。干しスルメ、干し明
太など特色のある材料
を加えたキムチが多い。

忠清道
西海岸が近く、イシモチ・
エビの塩辛がよく使われ、
塩気もソウル・京畿道並
み。からし菜・セリ・マフ
海苔・椎茸・梨・栗など
でほのかな味わいを出す
のが特徴。

慶尚道
比較的温かい気候のた
め発酵が進みすぎない
よう塩気が多い。大根を
使わず唐辛子粉とにんに
くを積極的に使うので、
辛く刺激的な味が特徴。

適度な塩気。主に
エビの塩辛を使用し、
キムチの種類が豊富。

京畿道

全国から食材が集まる
首都。エビやイシモチ
などまろやかな味の塩
辛が使われ、適度な塩
気でオーソドックスな
味わい。

ソウル

出典：韓国農水産食品流通公社発行『キムチの本』2012. 4 
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白菜キムチができるまで　

まとめて完成
一番外側の葉で包むようにして丸めます。ふたの付いた容器に入れ、
空気に触れないよう上部をラップで覆い密封。夏以外は常温で
１日置いてから冷蔵庫で保存します。

白菜を４つ割する
白菜は堅い外葉を取り、根元に包丁を入れ手で咲いて４等分にします。
切り口を上に２時間ほど天日干しにします。

天日塩をふる
白菜の重量の 3 ～ 6% の天日塩を１枚ずつ葉の間に丁寧にふります。
白い芯の部分は多めにし、全体に塩をなじませます。

塩漬け
ボウルに白菜を並べ、重石をのせる。冬場は一晩、夏は 10 時間ほどおき、
その間二度ほど白菜の上下を返します。

水洗い＆水けを切る
白菜をボウルにつけたまま流水にさらします。株元を上にしてザルにあげ、
水けを切ります。きつく搾るのは NG。

ヤンニョムを作る
野菜類は 3cm の長さに切り揃え、唐辛子、塩辛、ダシ、
でんぷんなどとよく混ぜ合わせて味を調えます。

ヤンニョムを塗る
白菜の葉１枚ずつに丁寧にヤンニョムを塗り、
均等に味が付くようにします。

出典：韓国農水産食品流通公社発行『キムチの本』2012. 4 
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白菜キムチができるまで　 キムチくんマークをチェック！

韓国産発酵キムチだけにつけられる
発酵キムチ認証マスコット
キムチくんは、キムチを自然と環境を象徴する楕円形で表現、
健康を支える発酵食品としてのイメージを表しています。
韓国発酵キムチは、保存する温度と期間などによって味も
変わってきます。
そのような発酵がじっくり進むキムチだけに付くのがこの
キムチくんマークです。
本場の発酵キムチをしっかり楽しんで頂くため、韓国政府が
美味しさと発酵機能性を保証する信頼の証です。

熟成発酵キムチ
＜キムチくん＞
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キムチを使ったレシピ

白菜キムチ 280g(1/4 株 )、豚肉 ( 肩ロース )150g
合わせ調味料：にんにくみじん切り16g( 大さじ1)、生姜汁
16g( 大さじ1)、酒 15g( 大さじ1)
チゲスープ1.2kg(6カップ )：水 1.6kg(8 カップ )、大根
100g、玉ねぎ 100g(2/3 個 )、昆布 20g
豆腐 150g(1/3 丁 )、長ねぎ 20g、ごま油 13g( 大さじ1)、
唐辛子粉 2.2g( 小さじ1)、塩 2g( 小さじ1/2)、
胡椒 0.3g( 小さじ1/8)

キムチチゲ

※レシピページへアクセス

材料

作り方
1. 鍋に水と大根・玉ねぎを入れて 8 分ほど強火にかけ、煮立ったら中火に落とし、20 分ほどさらに煮て、昆布を加えて火を
　 消し、1 分ほどおいてからこして、チゲスープを作ります。
2. 鍋を熱してごま油をひき、豚肉を入れて 2 分ほど中火で炒めて白菜キムチを入れ、さらに 2 分ほど炒めます。
3. 炒めた豚肉と白菜キムチにチゲスープと唐辛子粉を入れて強火に 5 分ほどかけ、煮立ったら中火に落としてさらに 30 分ほど煮ます。
4. 塩で味を調え、豆腐と長ねぎ・胡椒を入れ、さらにひと煮立ちさせます。

下ごしらえ
1. 白菜キムチは、長さ 2cm ぐらいに切ります。豚肉は縦・横 2.5cm、厚さ 0.2cm ぐらいに切り、合わせ調味料で味をつけます。
2. 大根はきれいに洗い、皮をむいて縦・横 5cm、厚さ 2cm ぐらいに切り、玉ねぎは幅 1cm ぐらいに千切りにします。
3. 昆布はぬれた布巾でふきます。豆腐は縦 3cm、横 2.5cm、厚さ 0.8cm ぐらいに切ります。

キムチ焼きうどん
材料
冷凍うどん1 玉、キムチ 60g
副材料：挽肉 30g、海苔 1 枚、水菜 1 本
調味料：コチュジャン大さじ1/2、ごま油大さじ1 

作り方
1. キムチはみじん切りに、海苔は刻んでおきます。
2. フライパンにごま油、挽肉とキムチ汁、コチュジャンを入れて炒めます。
3. 2 にうどんを加えて炒めます。
4. 皿に盛り付け、刻み海苔と水菜をのせます。

※レシピページへアクセス
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キムチを使ったレシピ

材料
ご飯 120g、キムチ 80g
副材料：韓国味付海苔 8 切れ 2 枚、卵 1 個
調味料：ごま油大さじ1、塩小さじ1

材料
白菜キムチ 50g、キムチ汁大さじ 2、豚薄切ばら肉 30g、

小麦粉 1/2 カップ、もち米粉大さじ 1

副材料：ヤンニョムジャン材料（醤油 50cc、ごま油・みりん・

炒りごま・酢・唐辛子粉各小さじ 1）

調味料：水 1/4 カップ、ごま油大さじ 1

作り方
1. 卵に塩を入れて溶いたら厚焼き玉子を作り、一口大に切ります。
2. 熱したフライパンにごま油をひいたら弱火にし、5分ほどキムチを炒めます。
3. 2にごはんを加え、ご飯の粒がパラパラになるまで中火で炒めます。
4. 3を器に盛り、1と刻んだ海苔を上にのせます。

作り方
1. ボールに生地の材料をすべて入れて混ぜます。

2. 1 に 1cm に切ったキムチ、キムチ汁を加えてよくかき混ぜます。

3. フライパンを熱してごま油をひいたら 2 を薄く伸ばし、上に豚肉をのせて生地の周囲が乾いてきたら裏返し、

    ごま油を加えてこんがり焼きます。

4. ヤンニョムジャンの材料を混ぜ合わせます。

5. 食べやすいサイズに切ったらヤンニョムジャンをつけていただきます。

キムチチャーハン

キムチチヂミ

※レシピページへアクセス

※レシピページへアクセス
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