２０１９年３月作成

福島県農業総合センター生産環境部流通加工科

南会津の郷土食

１ 「こめあめ」とは
只見町、南会津町（旧南郷村、旧伊南村、旧舘岩村）に
は、かつて、もち米と大麦から水あめを作り、近隣にふる
まう‘あめよび’
‘あめよばれ’という風習がありました。
その水あめは米を原料にして作ったものなので、‘こめ 只見町
南会津町
あめ’と呼ばれていました。
寒の水で作った‘こめあめ’をなめると丈夫になるとい
われ、どの家でも大量に仕込み、できあがる直前に近隣の
女性と子供たちをよび、できたてのあめを振る舞いあう、
今でいう女子会が仕込み時期になると毎日のように行われ
ていたそうです。
どんぶりに注がれたあめを１杯目は飲み味わい、２杯目
は絞りカスのもち米を混ぜて‘カスカキあめ’として食べ
る。そして、残ったあめはさらに煮詰め、雪に閉ざされた
カスカキあめ
期間の滋養強壮、非常食として保存利用されました。
今は、加工に手間がかかることなどからあまり作られなくなり、‘あめよび’‘あめ
よばれ’も見かけられなくなっています。
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２ 米からあめができる仕組み
‘こめあめ’は、米のでんぷんを麦芽に含まれる糖化酵素のα-アミラーゼとβ-アミ
ラーゼによって、糖化し、麦芽糖を生成させることによって作られます。
‘こめあめ’は、マルトースの集まり、つまり、麦芽糖です。

こめあめ
大麦麦芽

米
（でんぷん）

（麦芽糖）

（α-アミラーゼ β-アミラーゼ 枝きり酵素）

より、詳しく見ていきましょう。
でんぷんは、アミロースとアミロペクチンという２種類の多糖類からできていま
す。アミロースを例にしてみます。
アミロースは、グルコースという糖がたくさん連結してできています。このグル
コースの連結を２個ずつ切り分けるとマルトース（麦芽糖）ができます。
その切り分ける役目をするのが、麦芽に含まれる酵素α-アミラーゼとβ-アミラ
ーゼ。
まず、α-アミラーゼが、ボツボツと適当な大きさに切り分けます。その後、β-ア
ミラーゼがグルコース２個ずつ切り分けて麦芽糖を作っていきます。
（注：アミロペクチンはアミロースと構造が異なるので、分解途中の枝きり酵素
の関与やβ-アミラーゼによる作用がアミロースと異なります。）

アミロースが分解（糖化）していくと
●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●α-アミラーゼ（大胆に切り分ける酵素）
●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●β-アミラーゼ（地道に２個に切り分ける酵素）

●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●- ●
＊●
＊● - ●

グルコース
グルコースが２個つながるとマルトース
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３ 「こめあめ」の伝承による加工法
‘こめあめ’は、各地方及び家庭で、母から娘に代々受け継がれていました。
麦芽の芽だしの方法や麦芽の投入方法、保温方法などが口伝えであり、再現性に
乏しいのが難点でした。
〔伝承による加工方法の一例〕
①もち米を良く洗い、一晩水につけておく。
②もち米を蒸し器に入れ柔らかくなるまで蒸す。
③蒸したもち米に、麦芽をぬるま湯でもみだしたものを加える。
＊従来は、麦芽をそのまま入れていましたが、絞りカスを「カスカキ」として
食べるようになり、麦芽をもみ出した液を加えるようになりました。
④湯せん又はこたつなどで温度を保ちながら、７～８時間保温する。
＊保温する温度は、
「指第一関節を入れて３秒我慢できる温度」、
「くるっと指で
円が描ける程度の温度」などと口承されています。
＊また、
「人肌よりちょっと高い温度」とされているところもあります。これよ
り以下にはしてはいけないという目安として口承されています。
＊保温には、専用の湯せん保温用具「あめおけ」や「あめ布団」など、各地方・
家庭で工夫利用されていました。
⑤充分糖化したのを確認して、沸騰直前まで加熱して、熱いうちにさらし布など
でこす。
⑥鍋にこした液を入れ、アクをとりながら煮詰めていく。木じゃくしですくい上
げ好みの固さになればできあがり。
＊‘あめよび’
‘あめよばれ’では、できたてのアメを飲むので、蜂蜜程度から
それ以下の粘性であり、厳寒期の保存用としては、たぐれる程度まで固く煮つ
めました。

保温の温度が重要。この時の温度を保つために、いろいろな工夫がされるようにな
りました。しかし、失敗をしないようにと、麦芽を高い温度のお湯でもみ出し加えた
り、保温性を高めてしまい高い温度で経過してしまったりすることで酵素が失活し、
糖化が不完全になってしまうこともありました。 また、人肌よりも温度が下がって
しまうと酸味のあるものになってしまうことがありました。
あめを作り始めると、地域で‘あめよび’
‘あめよばれ’の日程が計画されてしま
うため失敗したもので、もてなしをしなくてはならず、女性たちは「失敗しないよう
に」と気苦労がありました。
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４ 大麦麦芽をつくる
‘こめあめ’の材料は、米（基本的にはもち米ですが、うるち米でも可）と大麦
麦芽です。
ここでは、大麦麦芽の作り方を説明します。
糖化酵素（アミラーゼ）の力がもっとも強い時期は、幼芽が麦粒の１～１．５培
に伸びた頃で、概ね芽の長さが１～３ｃｍ位の時です。

①水洗・水浸
種子をよく洗い水に浸漬し、発芽に必要な水分を吸水
させます。水浸は、指で圧しつぶせる程度まで。
水浸の期間は毎日、水を取り替えます。
水温１５℃で水浸時間は３４～３５時間が目安です。
水浸時間（日数） 春・秋
冬
の目安
夏

２～３日
３～４日
１～２日

②発根・発芽
発芽適温 １４～１８℃
クッキングペーパーや布巾等に水を浸して、その上に
吸水させた種を置き、さらに湿らせた布巾等をかけてお
きます。最初に根が出てきます。その後、反対側から芽
がでてきます。
■温度と麦芽になるまでの目安■
１５℃以下
約２週間
芽の長さが１～３ｃｍに
なったら終了。
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③乾燥
発芽した麦芽を乾燥します。
薄く広げて乾燥させ、根が縮れて枯れ上がったら、
軽くもみ、根を取り除きます。
（根が混ざると、アメに雑味がでると言われていま
す。また、芽が伸長しすぎたものは、アミラーゼの
活性が低下するほか、アメに青臭さが残ります。）

④粉砕
ミルで粉砕します。

⑤保存
１回あたりの分量に個包装しておくと、使いやす
い。冷暗所で保存。

＊大麦麦芽を入手するのは困難ですので、市販の「モルトパウダー」や「糖化酵素」
を利用することもできます。
モルトパウダーは製菓材料店、糖化酵素は食品添加物取扱店にご確認ください。
大麦麦芽（粉砕加工してあるもの）は、只見農産加工企業組合にご確認ください。
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５ 加工の実際
伝承による‘こめあめ’の加工は、概ね３日程度要します。また、大量に仕込む
ため重労働となります。少子化、核家族化、高齢化の中で、従来の加工工程では、
食文化の継承が厳しくなってきています。
そこで、加工時間を短縮し、家庭でも簡単に作れるよう加工法を開発しました。
〔伝承の加工工程と概ねの時間〕
時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

炊飯

米の洗米・浸漬

糖化・保温

火入れ・ろ過

煮詰め

工程
←

１日目

→

←

２日目

→

←

３日目

→

〔加工時間を短縮した加工工程と概ねの時間〕
時間

1

2

3

4

5

6

7

糖化

浸漬炊飯

8
ろ過

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
煮詰め

（もち米・炊飯器使用の場合）

工程
糊化液化糖化 ろ過

煮詰め

（もち米粉・炊飯器使用の場合）

（１）もち米・炊飯器を使用してつくる
もち米を使用して作ります。炊飯器の保温モードを利用して、アミラーゼの酵素活性を高めます。
うるち米でも加工はできますが、糖化時間が若干長く必要となります。
【もち米・炊飯器を使用しての加工工程】

もち米
炊飯器利用
（約12時間）

■準備するもの
（１）材 料

米・水
麦芽・水
↓
↓
浸漬 → 炊飯 → 液化・糖化 →
1時間程度 1時間程度 4時間

：できあがり量

濾過

→

煮熟
2-4時間

→

製品

８５ｇ程度（糖度７０～７５）

もち米 １００ｇ、大麦麦芽
１０ｇ
水５００ｇ、ぬるま湯（40℃）１００ｇ
＊ぬるま湯 100g は使用しない場合もあり。加工方法（２）参照

（２）調理器具

炊飯器 5.5 合炊き、鍋、ボウル、ザル、こし袋など

（３）保存容器

耐熱耐冷のある袋やビンなど

■加工方法
（１）炊飯
米を洗米後、水５００ｇで浸漬し、通常炊飯します。通常よりもやや柔らかめに炊き
あがります。
炊きあがったら、炊飯器の釜に入れたまま６０～７０℃位まで冷ましておきます。
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（２）麦芽液の投入
①麦芽を直接使用する時
粉砕麦芽を直接いれて混ぜます。
②麦芽汁として使用する時
カップに麦芽をいれ、さらに 40℃程度のお湯を 100ｇ入れ
混ぜ合わせたものをさらしでこし、麦芽液をつくり冷まして
おいた米にいれて混ぜます。
お湯の温度は 40℃以下、70℃以上にはしない。
（３）液化
炊きあがった米は、粘りのある状態ですが、麦芽又は麦芽液
を投入してまぜると、すぐサラサラとした液体になります。
（４）糖化
液化の後は、麦芽のアミラーゼが米の炭水化物を糖に変えて
いく糖化が始まります。
この糖化を効率的に進める温度は６０℃。
炊飯器の保温モードが使用できます。
＊炊飯器の機能によっては甘酒モードを選択しても可能です。

炊飯器の機能を保温モードにし、フタを開けたままにしてラップをかぶせておきます。
概ね２時間経過してくると、糖化が進み、透明な上澄み液と米粒に分離します。
保温の温度、麦芽の酵素活性の強さにもよりますが、概ね３～４時間保温すると糖化
が終わります。
終了の目安は、米粒がフニャフニャとして、中身がなく、手でつぶすととろける様に
なった時です。＊ヨウ素反応で確実に糖化終了を判断できます。
（５）ろ過
糖化液（上澄み液）をさらしなどでろ過します。
＊さらしを 2 枚合わせにした袋をつくっておくと便利です。
□ろ過の留意点（アメの透明度を上げるために）

軽くしぼり、糊状なものがで

白っぽい液体も混ぜない。

てきたらそれ以上は絞らな

完全に糖化していると、強く絞っ
ても液体は透明。

い。
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（６）煮詰め
絞った液を煮詰めます。強火で一度軽く沸騰させ、熱いうちに
さらしでこします（アクを取り除き、アメの濁り（オリ）の発生
を防ぎます）。

（７）仕上がり
好みの粘度（糖度）まで煮詰めます。
商品化する時は、仕上がり糖度を目安に煮詰めると良いでしょ
う（調理等に使用する時は Brix60-70 程度、長期保存 Brix80 以
上を目安）。

■留意事項
○加工方法（２）で、麦芽を直接投入すると絞りカスに粉砕麦芽カスが残ります。絞
りカスを使用しないのであれば、この方法は簡単かつ強い酵素活性が期待できます。
○加工方法（２）で、麦芽液を利用する場合は、絞りカスを菓子加工等に活用できま
す。
○加工方法（５）で、糊状のものや白っぽい液体が出てくるときは糖化が充分に進ん
でいません。糖化の時間・温度、麦芽の量、追加したお湯の量（少ない）を確認して
ください。
○うるち米でも加工できます。糖化時間が若干長く必要となります。時間を短くした
い時は、麦芽の量を 2 倍にしてください。
○家庭用汎用器である 5.5 合炊きで、最大でもち米 300g での加工ができますが、炊飯
時に吹きこぼれが発生する恐れがあります。
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（２）米粉・炊飯器を使用してつくる
米粉を活用し、さらに短時間で加工できる工程です。
ポイントは米粉を良く糊化すること。もち・うるち米粉どちらでも使用可能です。
糖化時間は概ね 2 時間。最短で 5 時間程度で加工できます。
【米粉・炊飯器を使用しての加工工程】

米粉
炊飯器利用
（約9時間）

■準備するもの
（１）材 料
（２）調理器具
（３）保存容器

米粉・水
麦芽・水
↓
↓
糊化
→ 液化・糖化 →
15-20分
2時間

：できあがり量

濾過

→

煮熟
2-4時間

→

製品

７０ｇ程度（糖度７０～７５）

もち米粉 １００ｇ、大麦麦芽
１０ｇ
水
２５０ｇ、ぬるま湯（40℃）３５０ｇ
炊飯器 5.5 合炊き、鍋、ボウル、ザル、こし袋など
耐熱耐冷のある袋やビンなど

■加工方法
（１）糊化
鍋にもち米粉（又はうるち米粉）と水２５０ｇをい
れ、良くまぜ溶かします。鍋を弱火にかけで、木べらで
焦げないように鍋底からかき混ぜるようにします。
米粉の温度が８０℃を超えてくるとだんだんと糊
状（もち状）になってきます。
粘りがでて、もち様の香りがしてきたら糊化終了
です。＊糊化がうまくできない場合は留意事項参照。
（２）麦芽液の投入
麦芽をいれたカップに、４０℃程度のお湯を３５０ｇ入れ、よく混ぜ合わせたものを
さらしでこし、麦芽液をつくります。お湯の温度は 40℃以下、70℃以上にはしない。
（３）液化・糖化
（１）で糊化した米粉を炊飯器に移し、さらに、（２）の麦芽液をまぜながら加えます。
炊飯器の機能を保温モードにし、フタを開けたままにしてラ
ップをかぶせておきます。
概ね１時間経過してくると、糖化が進み、透明な上澄み液と
粉状の液体に分離してきます。
保温の温度、麦芽の酵素活性の強さにもよりますが、概ね２
～３時間保温すると糖化が終わります。
終了の目安は、上澄み液と粉状の液体が分離した時です。
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（４）ろ過・煮詰め・仕上がり
もち米・炊飯器でつくる方法に準じます。
■留意事項
○糊化は 80℃以上の温度を加え、5 分程度練りながら充分加熱してください。難しい
場合は、米粉 100g と水 300g を通常炊飯し、麦芽 10g（うるち米粉の場合は 20g）を
40℃のお湯 300g で麦芽液をつくり、糖化します。
○糊化した米粉に麦芽液を混ぜる時は、良く撹拌し、糊化した米粉がダマとして残ら
ないよう注意が必要です（その部分だけ糖化が遅れたり、糖化が進行しません）。
○うるち米粉でも加工できます。糊化を充分に行い、麦芽量を 2 倍にすると糖化時間
が短縮できます。
○家庭用汎用機である 5.5 合炊きで、最大で米粉 300g の加工を目安としてください。

参考 応用編
地域農産物と一緒に糖化して香り・色つけ
古代米や桜塩漬け、カボチャ、イチ
ゴ、抹茶など地域農産物と一緒に糖化
または、後から煮詰めるなどして、
香りや色を楽しむほか、砂糖を添加し
ないジャムの作製も可能となります。

絞りカスの有効利用
絞りカス（左：もち米 右：米粉）
は、100g の材料に対して、約 20-40g
発生します。菓子の小麦粉代替等に活
用することができます。
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平成 27 年度試験研究の成果から概要紹介

南会津の郷土食‘こめあめ’は、そこに住む人々の交流のツールとして、
さらに冬期間の飢えをしのぐ食糧として利用されてきました。 各家庭で糖化を
進める独自の方法が生み出され、それを口承してきました。
過疎化、小家族化、核家族化、農外就労の増加、多様な食生活が進むにつれ、
‘こめあめ’の文化は失われつつあります。
現地でのお話を伺った結果、「こめあめを食べたいが大量に作るため重労働だ
し時間がかかる」「保温器のようなもので簡単に作れると良い」という声があり
ました。
そこで、「短時間で少量をつくることができる方法」の研究に取組みました 。
研究の成果として、
（１）糖化時は、60℃を保持することで酵素活性が高い（アミラーゼによる
分解が促進される温度）。
（２）60℃を保持するために、炊飯器の保温モードが利用できる（機種によっ
て性能が異なるので注意が必要です。甘酒モードでも可。）
（３）もち米 100g に対し、麦芽 10g、水 500 ㏄を基準とした糖化では、60℃で
4 時間保温すると充分な糖化ができ、慣行工程から 4 時間短縮できる（表 1）。
（４）もち米粉をあらかじめ充分に糊化することでカスの減容化及び糖化時間の
短縮が可能で、生成した‘こめあめ’の甘味成分にはマルトースが約 50％含
まれる（図 1）。
（５）うるち米粉は麦芽量をもち米粉での使用量の 2 倍にすることで、4 時間で
の糖化できる（表 2）。
（６）材料とするもち米粉の 5-10％を野菜粉末等に代替し糖化すると‘こめあめ’
に香り、色つけをすることができる。ことが明らかとなりました。
表１ 糖化温度と時間による糖化液の差
温度 糖化時間
糖度(Brix)
4時間
19.2
40℃
8時間
21.1
4時間
22.5
60℃
8時間
22.5

表２ うるち米粉・もち米粉の糖化液の差
試作NO
糖化 搾汁液(cc) 糖度(Brix) カス量(g)
1 うるち米粉100g（麦芽20g）
完了
540
15.3
19.6
2 うるち米粉100g（麦芽10g） 未完了
470
13.8
58.3
3 もち米粉90g＋古代米10g
完了
540
13.1
18.5
9 もち米粉100g
完了
510
14.6
25

カス量(g) ヨウ素反応
87.3
△
59.6
○
35.4
◎
31.1
◎

*ヨウ素反応： △糖化未了 ○糖化完了近く ◎糖化完了
*材料はもち米100g、麦芽10g、水500㏄
もち米
1.2
炊飯
もち米粉 2.4
炊飯

43

市販あ
1.4
め

0%

3.8

37

50.3

15

グルコース
マルトース

2.4

35.9

もち米粉
2.6
糊化

＊糖化時間は4時間。材料100gに対し、水300㏄で炊飯後、麦芽を浸漬搾汁した汁300㏄を投入、液化・糖化。

45.6

5.5

15

26.6

マルトトリオース
その他糖類

15

想定される水分
量* ＊五 訂増補日本 食品

36.2
20%

6
40%

41.4
60%

15
80%

100%

標準成分表「水あめ」
により、水分 15％炭水
化物 85％とされてい
る。

図１ 甘味成分の存在割
合

■加工方法及び資料についてのお問い合わせ■
福島県農業総合センター生産環境部流通加工科 電話０２４－９５８－１７１９
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