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米の加工品，おはぎ・ぼたもちの経日的な成分変化について 
第2報

On the Daily Component Changes in Processed Products of  
Rice, Ohagi·Bottomachi (2nd Report）

橋本　まさ子

Masako Hashimoto

要　約

　本研究は，蒸したもち米を利用したおはぎ・ぼたもちを数日間美味しく食べるための方法を検討した．一般にお

はぎ・ぼたもちは，食べられる期間として2から3日程度と言われているため，保存方法および加工方法を工夫する

ことにより食べられる期間の延長ができるのかどうか検討した．その結果，加工方法では，蒸したもち米をそのま

まに使用した方法は，デンプン粒を包み込むデンプン組成の構造に膨化などの変化が，つぶしたものやお湯で処理

したものに比べ最も軽度で，好ましいものと推察された．貯蔵方法の検討では，冷凍保存の4日目の場合では，デ

ンプン組成の構造に著名な膨化が認められ，冷凍よりは冷蔵の方が望ましいものであると推察された．

キーワード：おはぎ，ぼたもち，もち米，デンプン構造

はじめに

　米の加工品は，日本酒，しょうゆ，味噌，みりんが

代表的であったが，近年はレトルト米飯，冷凍米飯，

ブリックライス，アルファ化米，玄米粉，米粉パン，

玄米飲料，ライス麺，スナック菓子等多くのものが出

回っている．また，調理方法による米の加工品として

赤飯，ぼたもち，おにぎりなどがある1）．

　穀類（米）の食する方法としては，炊飯してデンプ

ンを糊化させる方法が一般的である．この米の炊飯

は，米粒に水を加えて加熱し米飯にすることにより，

粒状のまま均一にデンプンを α化する方法である．

また，加熱により吸水，糊化，過剰水分の蒸発が行わ

れ，米でんぷん粉の糊化温度は61～77℃，米粒の βで
ん粉を完全に αでん粉にするには98℃で20～30分の加

熱が一般的な方法である2）．特に，もち米の炊飯は最

もやわらかく粘りのある米飯であり，内層部が比較的

軟らかい米飯であると報告されている3）．さらに，美

味しい炊飯の基本は，米の浸漬時間，加水量，炊飯方

法などの条件により異なる．

　米類の種類には，うるち米ともち米があり，デンプ

ンの種類と配合割合により異なる．おはぎ・ぼたもち

に割合使用されるもち米は，うるち米のアミロースと

アミロペクチンの割合が2：8に比べ，アミロペクチン

分子のみである．アミロペクチンは，膨潤しやすく，

枝分かれ構造を持っているために溶液の粘度は，うる

ち米より大きく，温度による粘弾性率の変化が少な

く，老化しにくい性質がある．そのためうるち米より

低温，短時間で粘りが出るため焦げやすいので蒸した

方法で調理されることが多い4）．

　おはぎ・ぼたもちの保存については，室温や保存方

法により違いはあるが，3月（春の彼岸）では1日程

度，9月（秋の彼岸）では半日程度が目安とされてい

るが，食べるだけを目的とするなら2～3日程度．風味

をできるだけ劣化させたくないなら半日程度が目安と

される．

　おはぎ・ぼたもちとは，もち米とうるち米を混ぜて

炊き，すりこぎ等でかるく付いたものを丸め，あんこ

やごま，きなこ等をつける方法で作られ，水分活性の

高い食品の1つである．数日で硬くなり食することが

困難になってしまうことが難である．地方によって

は，里芋やさつまいもを混ぜて一緒に炊飯したおは

ぎ・ぼたもちもある．

　おはぎ・ぼたもちが，手軽に入手でき保存可能なも

ち米の加工品になることができるならば，もっと若い

世代を含めて多くの人々が食せるのではないかと考え

られる．

　そこで，本実験ではもち米100％で作成したおはぎ
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を用い，作成当日，冷蔵保存4日目，冷凍保存4日目に

こめ粒のデンプン組成の構造とデンプンの状態を観察

し，保存期間と保存方法について考察した．

実験材料および方法

①実験材料

　本実験に使用した品種（群馬糯5号）は，「愛知37
号 C」（後の「青い空」）に「マンゲツモチ」を交配し

て育成された固定品種）であり，育成地（群馬県前橋

市）における成熟期は中生の中，穂長はやや長く，穂

数はやや多め，穎は黄色，ふ先色が赤褐で芒長短く色

は淡褐色で，玄米な形はやや円形で，玄米の見かけの

品質は上の下，光沢はやや良，食味は上の下の多収の

水稲，糯種を用いた．

②試料の調製

　糯米1.700g は，10℃の水で5回洗米し，浸水は，9℃
の水に6時間浸漬した．2時間の水きり後，タイガー

餅つき機3升つき専用「“力じまん”SME-A540-WL　
Tiger」を用いて炊飯した．

③方　法

　試料は，1・蒸したもち米　2・蒸した後つぶした

もの　3・蒸したもち米に同量の熱湯を加え30分放置

したもの3種類とした．この3種類の試料について，

出来上がり1日目，冷蔵保存（6℃）4日目，冷凍保存

4日目の米粒を，コンパウンドに包埋し，液体窒素で

－180℃に急速冷却し，クライオスタットで厚さ5ミク

ロンの凍結切片を作成し，ヘマトキシリン・エオシン

（HE）染色と PAS 染色を行い，撮影装置付き顕微鏡

でデンプン組成の構造とデンプンの形状を観察・撮影

した．

結果ならびに考察

　図1には，モチの文化誌（中央公論社）1989より引

用したウルチ性とモチ性というでんぷん粉の性質と調

理の素材の状態による分類を示した．この中で，食品

の実態と呼び名が必ずしも一致いていないこと，同一

の呼び名での食品でもその素材が，時代や地域，さら

に調理する人によって一定でないことが指摘され，明

確な分類は大変難しいことと報告されている．上記の

資料を参考に，本研究のおはぎ・ぼたもちについては

モチ性が多い食品であるとした．

　図2には，もち米の浸漬前後の写真を記した．吸水

率は，39％であった．

　図3には，米の組織構造の模式図，図4には，でんぷ

んの糊化，老化の図式を参考資料として示した．

　図5から図7には，蒸したもち米そのままの状態から

作成したおはぎ・ぼたもちの米粒の組織構造を示し

た．図5の炊飯米1日では，デンプングループ，デンプ

ン粒は鮮明である．図6の冷蔵保存4日目では，デンプ

ングループ，デンプン粒に炊飯1日目のような鮮明さ

は無かったが，組織の形成としては，炊飯時の状態に

類似していた．図7の冷凍保存4日目では，デンプン粒

※図1は，モチの文化誌書籍から作成．

図1　日本におけるイネを用いた食品の調理素材の状態による分類 （阪本編集）
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図3　米の組織構造の模式図

図4　でんぷの糊化， 老化の図式

図3，4は　お米とごはんの科学，貝沼やす子，建帛社（東京），2012より引用

浸水時間後のもち米浸水前のもち米

図2　もち米の浸漬前後
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も確認できず，組織が定方向に流れているような動向

生を形成している．この方法で作成したおはぎ・ぼた

もちの米粒では，冷蔵あるいは冷凍4日後でも細胞壁

等の構造の膨化や断裂は軽度であった．このことから

おはぎの保存には蒸した後にそのままの米粒を使用す

る方がより本実験では保存に適している可能性が示唆

された．

　蒸した後につぶした米粒から作成したおはぎ・ぼた

もち（図8から図10）に示した．図8の組織では，組織

の一定な形成は確認できないがデンプン粒は観察でき

る．図9の冷蔵保存4日目では，デンプングループ，デ

ンプン粒の形成は観察できるが，炊飯時と比較すると

デンプングループの複雑な形成がみられる．図10の冷

凍保存4日目では，組織の崩壊がみられる．この方法

で作成したおはぎ・ぼたもちには細胞壁の構造の断裂

や歪みが観察され，4日後にはこのような変化がより

顕著に認められた．このことはつぶすことでもち米特

有のねばりが助長され，より好ましい食感へと変化が

もたらされる反面，細胞壁構造の崩壊や歪みが保存期

間に悪い影響をもたらす可能性も考えられた．

　蒸した後に熱湯で処理したもち米から作成したおは

ぎ・ぼたもち（図11から図13）に示した．図11ではデ

ンプングループの形成で部分的に崩壊しているが，デ

ンプン粒は微小であるが観察できる．図12の冷蔵保存

4日目では，デンプングループの形成は崩壊されてい

るがデンプン粒は観察できる．図13の冷凍保存4日目

では，デンプングループの形成は部分的には崩壊され

ている状態ではあるが，冷蔵保存よりは崩壊状態は少

ない．このような方法で処理されたおはぎ・ぼたもち

の米は，細胞壁等の構造の膨化や断裂が著明に認めら

れた．このことは，熱湯処理による組織の変性，熱湯

図5　糊化後1日目 （そのまま）

　　　対物レンズ　40倍
図6　糊化後4日目　冷蔵保存 （そのまま）

　　　対物レンズ　40倍

図7　糊化後4日目　冷凍保存 （そのまま）

　　　対物レンズ　40倍

図8　糊化後1日目 （つぶした）

　　　対物レンズ　40倍
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処理で加えた水分が解凍過程でデンプン粒グループ形

成を助長させた可能性などを示唆するものと考えられ

た．

　保存方法の違いによる比較では，細胞壁の構造の変

化に注目した場合に，冷蔵保存が冷凍保存より優れて

いると言う結果であった．蒸したもち米に熱湯を加え

場合組織の形成はそのままの方法で処理ものとの差を

明らかにすることができなかった．和菓子屋では，こ

のような方法でおはぎ・ぼたもちを作成して販売して

いるところがあるが，この点についても再度検討する

意味はあると思う．

　米のデンプンでは，大部分が胚乳細胞内の細胞デン

プンの形で存在し，特有な組織または構造を形成して

おり，米飯中の糊化デンプンは温度低下により一部再

配列し，硬さや粘りなどの物性が変化し嗜好性が低下

すると報告されている5）．特に，うるち米（ご飯）の

劣化が進む温度は，2～3℃と考えているため，基本的

図9　糊化後4日目　冷蔵保存 （つぶした）

　　　対物レンズ　40倍
図12　糊化4日目　冷蔵保存 （熱湯添加）

　　　対物レンズ　40倍

図10　糊化4日目　冷凍保存 （つぶした）

　　　対物レンズ　40倍

図13　糊化後4日目　冷凍保存 （熱湯添加）

　　　対物レンズ　40倍

図11　糊化1日目　（熱湯添加）

　　　対物レンズ　40倍
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にご飯の冷蔵保存は向いていないため，一般的には，

冷凍保存の方が適しているものと考えられている6）．

このようなことから，家庭での短期の保存について

は，炊飯器等の機種を利用しての方法が多く，保温

は，70～60℃付近で保温し，雑菌の繁殖は防ぐことが

行われている．しかしながら長時間の保温では，水分

蒸発によりご飯が黄ばんだり固くなったり，においが

出てくることもあり，長期保存には向いていないため

保温機能による賞味期限は，3時間～1日程度とされ

る．また，冷蔵保存の場合では1～2日が限度という報

告もある7）．

　今後は，おはぎ・ぼたもちの保蔵法と加工技術につ

いてさらに検討するとともに，官能評価も加えること

により，嗜好的な検討も行い，より若い世代への行事

食としての位置づけや米の消費の増加にもつながるよ

うなおはぎ・ぼたもちの製作ができることを試みたい．

まとめ

　本研究は，蒸したもち米を利用したおはぎ・ぼたも

ちを美味しく数日間食べるための試案として試みた方

法である．一般におはぎ・ぼたもちは，食べられる期

間として2から3日程度と言われているが，保存方法お

よび加工方法を考慮することにより食べられる期間の

延長ができるのではないかと考えデンプン組織の経日

的変化について検討した．本研究では保存方法は，冷

蔵凍保存の方が冷凍保存に比べデンプン組織の変化が

軽度で米粒の形成変化からは，冷凍よりは冷蔵の方が

望ましいものであると推察された．また，加工方法で

は，蒸したもち米をそのままに使用した方法は，米粒

の組織の変化から好ましいものと推察された．

謝　辞

　本研究を進めるにあたり，米粒の組織標本作成や染

色にご指導いただきました検査センター BML グルー

プ，株式会社ピシエルジャパン病理部の方々に深く感

謝申し上げます．

引用文献

 1） 石井慎二：ライスブック．ジュク出版（東京），

1979．
 2） 瀬口正晴，阿部誠：食の科学と生活．建帛社

（東京），2011．
 3） 中谷文子，辻昭二郎：米飯粒の連続式微小変形多

重バイト試験法による食味関連物性の検討．日本

食品科学工学会誌，45(8)：504-509，1998．
 4） 山崎清子，島田キミエ：調理と理論．同文書院

（東京），50，1993．
 5） 辻昭二郎：米飯のテクスチャー特性と関連した米

飯粒の表面とでんぷんの状態．大阪樟蔭女子大学

論集，19：135，1982．
 6） 貝沼やす子：お米とごはんの科学．建帛社（東

京），68-75，2012．
 7） 竹生新治郎：米の食味．全国米穀協会（東京），

49-51，1987．



91
桐生大学紀要．第29号　2018

On the Daily Component Changes in Processed Products of 
 Rice, Ohagi·Bottomachi (2nd Report）

Masako Hashimoto

Abstracts

　In this research, we studied a method to eat deliciously a few days with steamed rice balls using the glutinous rice. In gen-
eral, it is said that Ohagi · Botamochi is eatable for about 2 to 3 days, so we examined whether it is possible to extend the pe-
riod of eating by devising the preservation and processing method. As a result, in the processing method, the method of using 
steamed glutinous rice in the condition was the most preferred results in changing starchy structure such as swelling of starchy 
constitution structure enveloping starch granules compared to mild crush or treated with hot water.
　In the study of the storage method, prominent swelling of the starchy structure was observed on the 4th day of frozen stor-
age, and it was supposed that the one of refrigeration to be more desirable than freezing.

Keywords: Ohagi, Botamochi, glutinous rice, starchy structure


