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鹿児島県育成水稲糟品種‘さつま白もち 'の加工特性

嶋田義一 ・松崎哲士 ・岡田大士・ 1 ・田丸保夫

要 約

鹿児島県が育成した水稲糟品種‘さつま白もち'について加工品として利用する場合の適性を評価し，

物性を明らかにするとともに，その要因について検討した.

‘さつま白もち'は，おこわ等蒸し米へ用いると粒の硬さの変化が少なく，求肥生地へ用いると‘クス

タマモチ'等より白色度の高い製品の製造が可能であり，生地の伸びも良い.このことから，蒸し米，も

ち菓子等への適性が高い.

物性に関与する要因については，‘さつま白もち'は硬化速度と相関の高い糊化開始温度が εクスタマモ

チ'等よりも低く，澱粉を構成する短い単位鎖が多かったことから，これらが‘さつま白もち'の加工特

性に関与しているものと考えられた.

キーワー ド:加工用途，硬化速度，糊化特性，澱粉，精米

緒 言

本県の主要な水稲精品種は，‘サイワイモチ¥gクス

タマモチ'であり，栽埼面積657ha，生産量は約3，750ト

ンとなっている .一方，主要加工業者への聞き取り調査

によると，県内では約1，000トンの糟米が加工用として

利用されているが，県産糟米はほとんど利用されていな

いことがわかった.

農林水産省の調査によると家庭でのもち加工品の利用

状況は，もち81%，米菓(あられ，おかき等) 72%，赤

飯 ・おこわ67%，和菓子(大福，あんころもち等)63%， 

白玉(あんみつ，ぜんざい等) 23%である 8) それぞれ

の加工品に用いられる品種は用途により異なる.例えば，

切り餅，米菓などは，餅にした後一度成型する必要があ

るため，冷却後速やかに硬化する品種が作業性の面から

好まれる .一方，赤飯 ・おこわ，大福餅等の菓子類等で

は硬化が遅い品種が利用されている .

このような中で，本県では2002年に，柔らかくきめが

細かい餅質を持ち食味評価の高い水稲糟品種‘さつま白

もち' 叫を品種登録したが，物理化学的特性や加工適性

等については明らかとなっていない.

このため，本研究では eさつま白もち'を数種の加工

品に用いた場合の特性評価を行うとともに，これらの特

性に関与する要因について検討したので報告する.

(連絡先)農産物加工研究指導センター

* 1 現経営技術課

鼠験材料および方法

1 蒸し米のテクスチャー解析

(1)供試材料

鹿児島県農業試験場(現鹿児島県農業開発総合センタ

ー)で栽培された‘さつま白もち'を用いた.また，県

内で栽培されている‘クスタマモチ'‘サイワイ モチ

‘ヒヨクモチ'を対照として用いた.

(2)蒸し米の調製

白米100gを約300mlの水で 5回水洗し， 500mlの蒸留

水を加え 1夜放置した.次にゴースで30分水切りし，木

綿をて川、た網かごに入れ，蒸し器で40分蒸した.その後，

蒸した米の上から水を約500mlかけ，さらに20分蒸した.

この蒸し米をビーカーに移し，ポリ塩化ピニリデン製ラ

ップで被い， 20'C中で 1時開放冷後，テクスチャー解析

を行った.また，一部は 5'Cの低温室で24時間保存後，

同様にテクスチャー解析を行った.

(3) テクスチャー解析

蒸し米 1粒をビーカーから取り出し，スライドグラス

上にのせ，粒の側面を上にし圧縮した時の荷重等を測定

した.テクスチャー解析は，レオメーター(山電，レオ

ナー nRE2-3305) ，プランジャー;直径 2mm円形，使用

ロードセル ;196N，アンプ倍率 1倍，格納ピッチ ;0.05

秒，測定歪率 ;80%，測定速度;1 mm/秒，戻り距離 5mm 

で20反復行った.

2 求肥生地の色およびテクスチャー解析

(1)供試材料

鹿児島県農業試験場で栽培された‘さつま白もち'を
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用いた.対照として ‘クスタマモチ¥‘こがねもち， (新

潟県産，主に切り餅用)， 'はくちょうもち， (北海道産，

蒸 し米・菓子用)を用いた.

糟米を，粉砕器(ピンミル)で送風しながら粉砕し糟

米粉を調製した.

(2) 求肥生地の調製

粉砕した精米粉200g，上白糖40g，水250mlを材料とし

た.精米粉と上白糖を，ミキサーで撹押しながら混合し，

水を添加した.これを電子レンジで 8分加熱した.その

後，ミキサーでの携枠・電子レンジ 3分加熱を 2回繰り

返した.この生地を 4"Cで， 24時間保存後 1cmの厚さに

圧延し，直径 6cmのセルクノレで打ち抜き成型した.

(3) 白色度の測定

求肥生地を円形セノレ (φ3cmX 1 cm) に気泡が入らな

いように充填し，色差計 (SQ2000，日本電色)を用い測

定した.

白色度 (W(Lab))=lOO-";(lOO-L戸+a2+b2

(4)テクスチャー測定

成型した求肥生地を円筒型の試料台にのせ，最大荷重，

歪み率を測定した.測定・データ解析は，テクスチャー

アナライザー (TA.XTplus，Stable Micro Systems) を

用いた.条件はプランジャー:1/2インチ直径ボールプ

ロープ，使用ロードセノレ:294N，テストスピード:

1 mm/秒，引き金荷重:49Nで10反復行った.

3 硬化速度の評価

(1)精米粉の調製

鹿児島県農業試験場で栽培された‘さつま白もち'を

用いた.対照左して‘サイワイモチ¥‘クスタマモチ'

‘ヒヨクモチ'を用いた.これを衝撃式粉砕器 (2M1， 

日本精機)により粉砕し， 目聞き 355μmの筋を通過した

ものを試料とした.

(2)澱粉の調製

澱粉は山本らの方法161で調製した.精米粉を 5倍量の

0.1% (w/w) 水酸化ナトリウム水溶液(以下，市販の特

級試薬を用いた)に懸濁し，スターラーを用いて 3時間

携枠しながら除タンパクを行った.これを 1昼夜静霞後，

上澄み液を除去し，目開き 150μmの筋を通過させ，簡上

の残澄は除去した.同様の作業を 3回繰り返し，最後に

目開き 74μmの筋を通過したものを用いた.これに 10倍

量の蒸留水を加え，携枠， 24時間静置，上澄み除去を行

い， pH7になるまで繰り返し水洗した.沈殿を99%エタ

ノール，ジエチルエーテルで脱水・乾燥し，試料とした.

(3) 糊化特性

ラピ ッドピスコアナライザー (NewportScientific社)

を用いて，精米粉濃度12% (w/w) の懸濁液を， 50"Cで

1分保持後93"Cまで 4分で加熱し 7分保持後， 50"Cま

で4分で冷却したときの粘度挙動を求めた川. 澱粉懸濁

液の濃度は 9% (w/w) で同条件で行った.

(4)澱粉含量の測定

糟米粉10gに， 80% (v/v)エタ ノールを加えホモジナ

イズした.この懸濁液を，ろ過(東洋鴻紙， No.6) し，

ろ紙上の残漬を約250mlの80% (v/v) エタ ノーノレで洗浄

することにより低分子の可溶性成分を除去した.ろ紙上

の残澄を蒸留水に懸濁し 2mol L-1水酸化ナトリウム

50mlを加え，糊化した.加熱・冷却後， 1. 5mol L-1酢酸

でpH4.5に調整した.この糊化澱粉液0.25mlに，グノレコ

アミラーゼ懸濁液(ナガセ生化学工業)o. 25ml (2ユニ

ッ ト)を加え， 40"C， 1時間加水分解し，生じた還元糖

を， DNS法 11で定量し， 0.9を乗じて澱粉含量とした.

4 硬化速度の要因解明

(1)供試材料

鹿児島県農業試験場で栽培された‘さつま白もち'を

用いた.対照として‘クスタマモチ‘サイワイモチ

‘ヒヨクモチ'を用いた.澱粉の調製は 3の方法と同様

に行った.

(2)澱粉の分析

ア 校切り澱粉の調製 61

澱粉50mgに 2mol L-1水酸化ナトリウムO.5mlを加え糊

化し， 10mmol L→になるように 1mol L-1酢酸緩衝液

(pH3.5) を加え， 2 mol L-1塩酸でpH3.5に調整し 5ml 

に定容した.澱粉 1mg当たりイソアミラーゼ2μ1 (0.03 

ユニット)を加え， 50"Cの温浴中で12時間作用させた.

沸騰裕中で反応を停止させ， G4のガラスフィノレターで

ろ過し，ろ液を凍結乾燥した.

イ 全糖の測定

全糖はフェノール硫酸法 61で定量した.すなわち検液

0.5mlに， 5 % (w/w) フェノーノレ液O.5mlを加え撹搾し，

直ちに濃硫酸2.5mlを加えよ く携枠した. 30"Cで20分静

置したのち，分光光度計(日本分光V-530) を用いグル

コースを標準として490nmの吸光度を測定した.

ウ 還元糖の定量

還元糖はソモギーネルソン法の変法 71で定量した.す

なわち検液 1mlに，ソモギ試薬 1mlを加えよく携枠し，

沸騰浴中で30分加熱後冷却し，次ぎにネノレソン試薬 2ml 

を加えて15分後に 5mlに定容した.これを分光光度計(目

立U-ll00) を用いグルコースを標準として540nmの吸光

度を測定した.
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の加工特性嶋田ら:鹿児島県育成水稲精品種‘さつま白もち'

は有意に硬化した.‘ヒヨクモチ'モチ青価および最大吸収波長の測定(ヨウ素反応の

測定) 引

こE

求肥生地の色およびテクスチャー解析2 青価および最大吸収波長は，試料溶液 1m1 (20μg/ml) 

‘さつま白もち'

の糟米粉の白色度は，他品種と比べ91.7と有意に高かっ

た.‘こがねもち'と sクスタマモチ'がそれぞれ90.4，

糟米粉の白色度の結果を図 1に示す.1 mol L-
1
酢酸緩衝液 (pH4.8) 50μlと2% (w/w) 

ヨウ素溶液一0.2%(w/w) ヨウ化カリウム 100μlを加え，

が88.6と最も低かっ‘はくちょうもち'90. 3で同程度，

を用い

て680nmの吸光度を測定した.また，最大吸収波長 (λ...)

は同じ検液を400nmから700nmまで波長を走査して測定し

5 mlに定容し20分後に分光光度計(島津UY-160)

た.

‘さ

つま白もち'の求肥生地の白色度は72.7であり，‘クス

タマモチ'と比較して，有意に高かった.‘こがねもち¥

求肥生地の白色度を測定した結果を図 2に示す.

澱粉単位鎖の 2 アミノピリジンによる蛍光

た.

オ

‘クスタマモチ'は70.4，69.9と低く はくちょうも

ち'は69.5とさらに低く，黄色みがかった色であった.

をスクリューキャップ付きの試験

標識3)

‘澱粉単位鎖 (4mg) 

ジメチルスルホキシド55.5μ1，90% (v/v) 管にとり，

2-アミノピリジン水44.5μlを加え加熱溶解させた.

95 8.4mo1 L-1シ暗所に60"Cで1時間保持し，100μlを加え，

a 
93 
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89 

87 
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則
佃

アノ水素化ホウ素溶液100μlを加え，さらに暗所， 60"C， 

24時間保温し蛍光標識を行った.

澱粉単位鎖の鎖長および数分布の測定 3)カ

ジメチル

イソアミラーゼ分解物 4mg

/50% (v/v)ジメチノレスルホキシド溶液30μlを高速液体

オの方法で蛍光標識した溶液に83% (v/v) 

スノレホキシド300μlを加え，

クス脅マモチIま〈ちょうもちこがねもちさつま白もち
85 ジメチ

ポンプ(日

溶媒50% (v/v) 

ルスルホキシド 50mmo1L-1塩化ナトリウム，

クロマトグラフィーに供した.

図 1 糟米粉の白色度

注 1)Fisher' s PLSD法により異符号聞に 5%水準で有意

差あり.

(昭和電工カラムPU一2080) 流速0.25ml/min，本分光，

カラム温度50"C， OHPackSB-803HQ， SB-802. 5HQ x 2) ， 

蛍光検出器(日本分光， FP-920，励起波長315nm，測定
75 
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69 

67 

71 
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」
)
主
)
制

ω佃

酵素合

果

蒸し米のテクスチャー解析

蒸した精米の80%圧縮時のプランジャーにかかる荷重

を表 1に示す . 製 造 直 後の荷重はサイワイモチ'が

成アミロース(IPE，重合度57.7)を標準として分析した.

1 

ERC-7512)， 示差屈折計(エルマ，

結

波長400nm)，

ヲス9マモチ

図 2 求肥生地の白色度

注 1)Fisher' s PLSD法により異符号聞に 5%水準で有意

差あり.

表 2 求肥生地の物性

はくちょうもちこがねもちさつま白もち
65 

‘クスタマモチ'が1.77Nと最も低

‘さつま5"Cで24時間保持後の荷重は，

1. 93Nと最も高く，

方かった.

‘さつま白もち'白もち'が最も低く1.75Nであった.

歪み率最大荷重
種品

(%) (N) 

は，製造直後および24時間保存後の荷重に有意差はなく

硬化はみられなかったがクスタマモチ¥‘サイワイ

表 1 米粒の製造直後および5"C保存後の硬さ荷重

(N) 

有意差

の変化

140 a 0.44 c さつま白もち
24時間後後直種

さつま白もち

品

116 b 0.81 a こがねもち
1. 75 1. 88 

120 b O. 59 b はくちょうもち
2. 12 1.77 クスタマモチ

108 c 0.63 b 

注1)Fisher' s PLSD法により具符号聞に 5%

水準で有意差あり.

クスタマモチ* 
* 
* 

2. 32 

2.48 

1. 93 

1. 86 

注1)*は 5 %水準で有意差あり.

サイワイモチ

ヒヨクモチ
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調製した求肥生地の最大荷重および歪み率を表 2に示

す.生地を球形プランジャーで貫入したときにかかる最

大荷重はさつま白もち'は0.44Nと最も低かった.

‘こがねもち'はO.81N，‘はくちょうもち 'と‘クス

タマモチ'はO.59N， 0.63Nで，すべて‘さつま白もち'

と比べて有意に高かった.

最大荷重時の歪み率1'1，さつま白もち 'が140%と

最も 大 き かったこがねもち 'と‘はくちょうもち'

は， 116%と120%となり，‘クスタマモチ'の歪み率は

最も低かった.

3 硬化速度の評価

精米粉の糊化特性を表 3に示す.‘さつま白もち'の

糊化開始温度は， 65. 5'C 'クスタマモチサイワイ

モチ'および ‘ヒヨクモチ'がそれぞれ， 66.6'C， 67.8 

℃および66.6'Cで，‘さつま白もち'は最も低かった.

一般に精米中には， αーアミラーゼが内在し，糊化特

性測定中に澱粉が分解され，粘度が変化することが知ら

れている川.内在する αーアミラーゼの影響を除去する

ために米粉から希アルカリ法により澱粉を調製し，糊化

特性を調査した結果を表 4に示すさつま白もち'澱

粉の糊化開始温度は，他品種と比較し， 63.3'Cと有意に

低かった.他品種では‘クスタマモチ'と eヒヨクモチ'

が66.0'Cで，‘サイワイモチ'が68.0'Cと最も高かった.

3年間の米粉の糊化開始温度の変動を表 5に示す.試

験期間を通じて，‘さつま白もち'の糊化開始温度は他

品種と比較し低く，サイワイモチは最も高かった.

それぞれの米粉中の澱粉含量を表 6に示す.どの品種

も 80~81%で，澱粉の含量に差はなかった.

表 3 精米粉の糊化特性

表 5 柵米粉の糊化開始温度の比較 ('C) 

品 種 200:詳科室 別手確 広肪年産

さつま白もち 68.5 65.9 65.5 

クスタマモチ 71. 1 67. 1 66.6 

サイワイモチ 72.6 67.4 67.8 

ヒヨクモチ 71.6 67.2 66.8 

表 6 精米粉の澱粉含量 (%) 

品種 澱粉含量

さつま白もち

クスタマモチ

サイワイモチ

ヒヨクモチ

4 硬化速度の要因解明

(1)澱粉の特性

80.5 

80.4 

80.5 

81. 2 

それぞれの品種の精米粉から抽出した澱粉の特性を表

7に示す.平均鎖長はどの品種も約20と差はみられなか

った.脊価は，どの品種も0.034前後と大きな差はなか

った.λ 山も同様に544nm前後であり，品種間差はなか

った.

表 7 精米澱粉の特性

品 種 平均鎖長 青価 λou 

(C. L. ) (680nm) (nm) 

さつま白もち 20 0.032 543 

クスタマモチ 20 0.035 544 

サイワイモチ 20 0.033 543 

ヒヨクモチ 20 0.033 545 

(n = 3) 
糊化開始最両粘度最低粘度 プレーク セット 最終粘度

品 種 温 度 ダウン ノ《ック

('C) (R刊) (R刊) (R刊) (R刊) (RVU) 

さつま白もち 65. 5 c 140 48 91 28 76 

クスタマモチ 66.6 b 120 57 64 29 86 

サイワイモチ 67.8 a 122 51 71 28 79 

ヒヨクモチ 66.8 b 148 65 84 35 100 

注l)Fisher's PLSD法により異符号聞に5%水準で有意差あり.

表 4 精米澱粉の糊化特性 (n = 3) 
糊化開始最高粘度最低粘度ブレーク セット 最終粘度

品 種 t且 度 ダウン ノ〈ック

('C) (RVU) (RVU) (RVU) (R沢J) (RVU) 

さつま白もち 63.3 c 205 99 106 28 127 

クスタマモチ 66.0 b 194 83 111 27 110 

サイワイモチ 68.0 a 191 81 110 24 105 

ヒヨクモチ 66.0 b 194 81 113 27 108 

注1)Fisher' s PLSD法により異符号聞に5%水準で有意差あり.
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(2)澱粉の単位鎖分布

さつま自もち糊化開始温度に影響を与えている要因を検討するた

1<i め，澱粉の単位鎖分布を調査した.単位鎖量を示差屈折

単位鎖数を蛍光検出器で測定した.

それぞれの品種の単位鎖の量と数の分布を図 3および

計で，

A
U
 

'
E
A
 どの品種もピーク時の重合度は40~43 (保表 8に示す.

1<f 

ハυ'・
且

制
佃
酬

1<i 

ハ
υ'・且

クスタマモチ

保持と11~ 12 (保持時間90分)

時間78分で長鎖画分，短鎖画分に分画し，

単位鎖のモル%(数)，および長鎖に対する短鎖の割合

面積の比から

であった.持時間75分)

ぽさつま白もち'が 10.0と最を求めた.短鎖の割合は，

制
掛
町
蹄
週
鐸

が最

‘さつま白もち'

‘クスタマモチ'

も低い9.4であり，短鎖の構成割合は，

および‘サイワイモチ'も高く，

が最も高かった.

精米澱粉の短鎖・長鎖画分の割合と比率

単位鎖(モル%)

短鎖

表 8

短 鎖/;長鎖
長鎖

10.0 

9.4 

9.1 

9.6 

90.9 

90.4 クスタマモチ

さつま白もち

1<i 

A
V
 

'Ea
 

J 
: 43( 

J YlI ‘ 

'品 lioaら0'iou Uo 
保持時間(分)

・・示差屈折計(単位鎖量)

一一一蛍光検出様(単位鎖数)

重合度

サイワイモチ 9.4 9.6 90.4 

ヒヨクモチ9.8 

考

蒸し米のテクスチャー解析

察

9.3 90. 7 ヒヨクモチ

1 

それぞれの品種で，製造直後の硬さに有意差はなかっ

60 5"Cで保存した後の硬さの変化には差が24時間，たが，

g さつま白

もち'は硬さの変化が少なかった.

‘さつま白もち'はおこわ等の蒸し米加工に適している

このことカ為ら，

あった.他品種が有意に硬化したのに対し，

• ものと考えられた.
品種別単位鎖のクロマ トグラム図 3

辻井ら叫は，糊化開始温度が高いほど蒸し米は硬い傾

‘こがねもち'は新潟れる硬化速度の遅い品種である .向があると報告している.今回の試験では，糊化開始温

県産で切り餅などに用いられる硬化速度の速い品種であ保存中の硬さ度が高い品種は製造直後の硬さに加えて，

る.硬くなるという結果であった.保存中の変化も大きく，

6 さつま白もち'米粉の白色度はこれらの品種と比べて一般に糊化開始澱粉の老化速度が影響し，の硬化には，

求肥生地を製造したときの白色度も同また，高かった.‘さつま白も温度が低いと老化が遅いといわれている.

様に高く，菓子原料として用いるのに適した品種である他品種と比べて糊化開始温度が低い(老ち'の澱粉は，

と考えられる.化速度が遅い)特性を持つことから，保存後の硬さの変

求肥生地のテクスチャー比較において，最大荷重は硬

歪み率は生地の伸びを表しているが，最大荷重はさを，

化が少なかったものと考えられた.

クスタマモ‘はくちょうもち'< ‘さつま白もち'求肥生地の色およびテクスチャー解析2 

歪み率方の順で大きかった.eこがねもち'< チ'圏内産で精米粉および求肥生地の対照品種としては，

王寺 ‘こがね

g さつま白もち'は

この結歪み率は最も高かった.

‘はくちょうもち'

であり，

> 

‘クスタマモチ'

最大荷重が最も小さく，

‘さつま白もち'

もち'>

は，g はくちょうも

‘はく

もち菓子等に用いら

白色度，テクスチャーを比較した.

は北海道産でおこわ，

面積 ・生産量とも多い zこがねもち¥

ち'を用い，

ちょうもち'
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果はさつま白もち'が，圏内でも流通量の多い‘は

くちょうもち'と同等かそれ以上に柔らかく，かっ生地

の伸びも優れた品種であることを示している .

以上のことから，‘さつま白もち'は圏内の主要水稲

糟品種と比較して，白色度，物性ともに優れていると考

えられた.

3 硬化速度の評価

硬化速度が速い品種は，加工作業時間の点から切り餅

・米菓に用いられている.一方，遅い品種は，硬くなり

にくく，長時間柔らかいという点で，求肥等の菓子原料，

おこわ・赤飯等へ利用されている.今回の研究で，‘さ

つま白もち'は蒸し米で硬化が遅く，求肥へ用いた場合

に柔らかく，伸びのある生地が形成できるという特性が

明らかとなった.

一般にもち加工品の硬化速度は，糊化開始温度と相関

が高いことが報告され 6). 9) .10) ，1ぺ糟米粉の硬化速度の

速い品種は，糊化開始温度が高く，逆に遅い品種は，糊

化開始温度が低いことが明らかとなっている.そこで，

eさつま白もち'について米粉の糊化特性等について測

定したところ，米粉の糊化開始温度は他品種に比べて有

意に低く，さらに澱粉について.比較したところ同様な結

果が得られた.このことは，澱粉の特性が硬化速度に影

響を及ぼすことを示唆しているものと考えられた.

4 硬化速度の要因解明

餅の硬さを決める要因は，澱粉の特性 4)，10) ，12) .川，細

胞壁を構成する食物繊維川，加水・加熱中に澱粉を分解

するアミラーゼ日)等が報告されている.また，水稲糟米

の澱粉はアミロベクチンのみから構成されていることが

知られており，硬化速度は精米のアミロベクチンの構造

と相関があることが報告されている 川，9)，10) .14) このた

め，‘さつま白もち'の澱粉の構造について調べた.

澱粉全体の指標である平均鎖長はどの品種も20と大き

な差はなかった.また，構成単位鎖に長鎖があると高い

値になるとされる青価および長波長側になる最大吸収波

長についても，品種間で大きな差は見られなかったこと

から，今回用いた品種群では，長鎖を含まない澱粉であ

ることがうかがわれた.

次に，イソアミラーゼで単位鎖まで加水分解し，単位

鎖の分布を比較した.一般にサイズ排除クロマトグラフ

ィーでは，長鎖は保持時聞が短く，短鎖は保持時聞が長

い.とのためクロマトグラムを変位点で大きく 2画分に

分け，その単位鎖の数の割合を品種間で比較した.長鎖

画分に対する短鎖の割合11，‘さつま白もち>‘ヒヨ

クモチ>クスタマモチサイワイモチ'の順で

大きくさつま白もち'は他品種と比べて短鎖の割合

が高かった.これは糊化開始温度と概ね一致しており，

糟米の硬化速度は，澱粉の構造により変化することが示

唆された.

以上のようにさつま白もち'は蒸し米の硬化速度

が遅く，米粉や求肥生地の白色度が高く，生地が柔らか

く伸びがある特性を有しており，おこわなど蒸し米加工

品や求肥や大福などの菓子原料等への適性が高いものと

考えられた.

また，硬化速度等の物理的特性は，短鎖が多いという

の澱粉の構造に起因しているものと考えられた.
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EvaIuation for Processing Suitability and Property of Starch 

in Glutinous Rice Variety‘Satsumashiromochi' 

Yoshikazu Shimada， Tetsuji Matsuzaki， Taishi Okada and Yasuo Tamaru 

Summary 

Grain of a g1utinous rice variety 'Satsumashiromochi'， which was bred in Kagoshima prefecωre on 2000， was evaluated for its 

processing suitability. 'Kusutamamochi'， 'Saiwaimochi' and 'Hiyokumochi' were used for compared varieties. Steamed 

'Satsumashiromochi' rice showed stable grain hardness. On the Gyuhi， a Japanese glutinous rice cake， made of 'Satsumashiromochi'， color 

was whiter， max.imum load was lower and rate of strain was higher出回 0出er3 varieties. The gelatinization temperature on 

'Satsumashiromochi' starch was lower than other 3 varieties， which meant that the hardening speed of the Gyuhi made of 

'Satsumashiromochi' was slower白another 3 varieties. The amount of short-chains starch in 'Satsumashiromochi' was slightly larger也却

that in other 3 varieties 

In conclusion， these resuIts suggest that 'Satsumashirom∞hi' is suitable for the material of steamed rice and rice-cake sweets 

Keywords : Glutinous rice， Hardening speed， Pasting property， Processing suitability， Strach 
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