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Q1.大豆に澱粉があるのですか

Q2.大豆の澱粉はどんな形でしょうか

写真2-1 茶色の粒は、光学顕微鏡で観察したダイズのデンプン
グループ（ＳＧ）です。品種はアキシロメ。観察した8種の中で最もデン
プンが多いダイズです。こうしたデンプングループは、子葉（豆）全体に
はなく、特定の部分に限られて分布しています。 Q5.を見てください。

写真2-2 偏光顕微鏡で観察したダイズ
のデンプンです。ほぼ球形をしています。
１個の偏光十字が１個のダイズデンプン粒
を示し、これがいくつか集まってグループ
になっています。細胞壁も光るのです。

１個のダイズデンプンの大きさは、
大きい粒で直径5μｍ位です（1μｍ＝
1/1000ｍｍ）。

Ｑ3.楕円形の大豆が乾燥すると球形になるのはなぜでしょうか

大豆は乾燥すると球形になります。なぜでしょう。
うずら豆や小豆などは、楕円形のままでしょう。
不思議ですね。

あるとき、中学生からメールがきました。夏休みの研究をしていて、
このホームページが参考になり、乾燥大豆と戻し大豆の模型を作る
予定と書いてありました。とても嬉しくて感動しました。

乾燥大豆元の形 水で戻した大豆

食品組織の基礎的研究 －乾燥ダイズの組織構造とデンプンの分布について－ 今中鏡子
広島文化女子短期大学紀要 第21号（22頁－39頁）より一部展開

グリーンの線部分：細胞壁

茶色の斑点：デンプングループ

2-1 乾燥ダイズデンプン
子葉接合部分（400倍で観察）

2-2 乾燥ダイズのデンプン子葉接合部分
（1000倍で観察）

論文から展開部分では「ダイズ」 「デンプン」を用い、一般的な説明では「大豆」「澱粉」 と表記します。

大豆は、たんぱく質が多いので、豆腐や油揚げ、凍り豆腐、大豆たんぱく、湯葉などの加工食品がつくられてい
ます。また脂質が多く、大豆油が重宝されています。こうして大豆のたんぱく質や脂質が活用されているのに比べ、
大豆の澱粉は量が少ないので、ほとんど注目されず、食品として単独には使われていないようです。

注目されない大豆の澱粉ですが、あるとき注目されたことがあるのです。

では、ひと休みして大豆澱粉と飛行機の話を紹介しましょう。
大豆の澱粉 －分布－を先にご覧になりたい方は

細胞壁

◎その上、大豆の澱粉は非常に微細であり、特定の部分に集中しているので見付けにくいのです。

Q4.大豆の澱粉はなぜ話題にならないのでしょうか

ここでは、たんぱく質染色をしていませんが、写真6のようにアクロ
レインシッフ染色をするとほぼ全体に赤く染まったたんぱく質が分布
しています。

大豆の組織構造と大豆の澱粉
次の論文から展開

1
大豆澱粉と飛行機

大豆の澱粉－分布－

乾燥大豆はなぜ丸い

鮮明な画像のコピーが必要な時
は、上部黒いバー（カーソルを上
部に持っていくと出る）にある右
から２番目の をクリックして
ダウンロードして画像のコピーを
してください。Internet Explorerで
見ている場合は、このままで画
像コピーできます。

ホーム

http://www1.odn.ne.jp/ki1938/


2

だいぶ昔の話です。ダイズデンプンの分布について論文が仕上がったので、大好きな
川上先生にご報告に伺いました。広島から福岡へ。
そのとき「桝屋冨一先生がダイズのデンプンに感動された」とおっしゃるのです。事前に
送った写真を見てくださったのですね。

後に、桝屋冨一先生にお会いし、なぜ感動されたか伺いました。医師であった若き日の桝屋先生は、1938年～
1943年陸軍に応召されていました。その間、陸軍での話のようです。

戦闘機は空を飛んでいるわけですが、その密閉された操縦席のなかで、おならが出る。皆さんも想像されるよう
に臭いのが困る。澱粉質の食事では、どうしても防ぎようがない。

それではと工夫したのが、当時 ほとんど澱粉がないと言われた大豆中心の食事です。
ところがやはりおならが出る。大豆にも澱粉があるのではないかと言われ、桝屋先生は、大豆の澱粉をずいぷん
苦労して探されたそうです。

・・・・・ パイロットの便まで採取して調べてたよと当時の話をしてくださいました。

「どんなに探しても見付からなかった。こんなに沢山澱粉があったのだねえ」
「よく見付けたね」と桝屋先生に褒めていただきました。
偶然見付けたのですが、とても嬉しくなりました。「今まで大豆澱粉をこのように
鮮明に観察した例はないのだから、ネイチャ－へ発表しましょう」ということに
なりました。

ついては、走査型電子顕微鏡でいいから、電顕写真が必要ということです。
私はもっぱら光学顕微鏡だったので、当時広島大学教授田村咲江先生に
電顕用の試料を作っていただいて、観察は広島工業大学教授木戸光夫先生
の研究室でお世話になりました。貴重な時間を使っていただいて厚く感謝い
たします。

おかげで、電顕写真を何十枚も撮れたのですが、この時は澱粉の特定に
至らず結局 そのままになってしまいました。桝屋先生のご期待に添えず、
今でもたいへん申し訳ないと思っています。

桝屋冨一先生 http://www.med.kyushu-u.ac.jp/intmed3/history.html
1910年長崎生まれ、1935年九州帝国大学医学部卒業
陸軍召集解除後は九州大学第三内科第三代目の教授として活躍
60歳以降は他大学教授や病院長として活躍されました。

写真：監修 荒川信彦 唯是康彦
オールフォト食材図鑑 p.40-44
全国調理師養成協会 １９９７

乾燥大豆

大豆澱粉雑感で述べたように、豆類の煮熟による組織や細胞の変化を調べている
とき、本筋を離れ、乾燥大豆の観察をしたくなったのです。呑気な話です。直感です。
乾燥大豆は、無処理で5μｍ厚さの切片が採取出来ると思いました。

常法では乾燥した食品を先ず水に戻し、小片を切り出し、固定液に浸けた後、ア
ルコール脱水し､キシレン浸透後パラフィン包埋をします。植物組織には細胞壁が
あり特にデンプンが多い食品の場合、念入りに時間をかけ、観察まで12日間かかり
ます。
乾燥大豆は、澱粉が少なく脂質が多いので、パラフィン包埋したブロックと感触が

似ているので、無処理のまま、5μｍ厚さに切りました。染色もごく普通に出来たので、
2日目には観察できたのです。観察までの時間短縮は嬉しいことでした。

光学顕微鏡の場合、電子顕微鏡に比べ倍率は低いのですが、染色剤で色分けし、物質の特定が比較的容易なのです。

大豆の澱粉と飛行機の話
桝屋冨一先生とダイズの話

1μｍは、1/1000ｍｍ

ミクロトームという機械で
組織を切り出し、スライド
グラスに貼り付け、物質を
染め分けて観察します。

組織を凍結して即座に
切り出す方法もあります
が、澱粉が多い組織は、
この方法では無理でした。

ダイズデンプンの分布
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Q5.大豆の澱粉はどこにあるのでしょう

ウズラ豆やアズキなどのデンプンは、豆（子葉）全体に分布していますが、ダイズでは、限られた部分に集中
して存在しています。今回は、デンプンが多いアキシロメ（広島県産）の像でその分布を紹介します。
デンプンの含有量は、種類によって差がありました。詳しいことが必要な場合は、連絡してください。

種皮

拡大

乾燥ダイズを無処理で5μｍ厚さの切片とし、デンプンをゲンチャンバイオレットとヨード・ヨードカリで染色
しました。細胞質はライトグリーン染色です。

子葉接合部分(A）

写真2-3，2-4 乾燥ダイズ子葉横断面の接合部
茶褐色の粒子はデンプングループ

2-3

この 方向には1.15 倍に戻る

水に戻すと の方向に
伸展し平均1.78倍に戻る

2-4

ある事情で、私は実習室の一隅を研究室として使うことにしました。広さは四畳半くらい。
その一隅に顕微鏡を置いて、観察を続けました。道具を広げても一坪ですむのです。
この部屋には、形態学的な研究以外にもコンピュータを置いて、栄養・食事関係の調査
研究の解析に活用してきました。こちらも場所を取らないので助かりました。

一坪の研究スペース

帰りが遅くなって、三人の子ども達は、空腹で耐えられない。ある時、長男が弟たちを見かねて「それでも
お母ちゃんか」。悪いなあと思いながら「それでもお母ちゃんよ」と言い返したのです。メソメソしていたら、仕事
なんかできないと気が張っていたのですね。幸い我が家には１００点父ちゃんと優しい婆ちゃん（夫の母）が
いました。

落第ママと言われながら

ひと休み
して
ひとりごと

本務の栄養士養成に関わる授業と就職の世話。研究は､土日や春休み、夏休み、冬休みを使ってフル
回転。社会活動もあり、休日は盆と正月の11日間という年もあったのです。他の施設で電子顕微鏡を借りて、
観察する時間は、とてもとれず、ひたすら光学顕微鏡にしがみついていました。勤務した短大（現在は広島
文化学園大学･短期大学）は、公私ともに母親に優しく、たくさんの恩恵をいただきました。孟母三遷（もうぼ
さんせん）の故事がありますが、私は学校の中で子育てを援助していただきました。厚く感謝いたします。

いそがしくても働きやすく、母性も保護される職場

小さな流しに蒸留装置を付け、ガラス器具の乾燥は、調理用オーブンや電子レンジが活躍。

周辺部になるほど
デンプングループ
は少なくなる

子葉

子葉の接合部分に集中してデンプングループが
観察される（図の茶色部分）。

大豆の澱粉 －分布－
観察した８種類中最も澱粉が多いアキシロメの細胞組織大豆の組織構造と大豆の澱粉

大豆の澱粉と飛行機の話

大豆の澱粉－分布－

大豆は乾燥すると丸くなるのは
なぜ？

大 豆 雑 感

うずらまめは乾燥しても同じ形

澱粉粒大きさを比較しましょう
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大豆は乾燥すると丸くなるのはなぜ？
大豆に澱粉はある？
☆光学顕微鏡観察から

大豆は栄養的に優れた食品です。私たちはあまり意識せずに大豆の加工食品を食べています。
昔から畑の肉と言われるほどたんぱく質が多い食品です。肉など動物性のたんぱく質はいっしょに
動物性の脂肪をとることになりますが。大豆の場合は動物性脂肪がないありがたい食品です。
栄養素などについては、他の書籍を見ていただくことにして、ここでは、乾燥大豆がなぜ球形なのか
細胞レベルでご覧ください。詳しくは広島文化短期大学の紀要第21号p.27-39 1988に掲載してい
ますので、機会があったら見てください。

400倍で観察400倍で観察

図１は、乾燥ダイズの長径、短径厚さをそれぞれ
１ として、水でもどしたときの倍率を測定したもの
です。 広島県産アキシロメ20個の平均です。
こように短径、厚さとも1.2倍弱に膨潤しますが

特に長径は1.78倍と大きく膨潤 し、ダイズは元の
楕円に戻ります。
乾燥ウズラマメを水にもどすと3方向とも約1.2倍

に戻るので乾燥しても、水でもどしても同じ形です。

乾燥ダイズ縦断面

もどしダイズ縦断面

ダイズはもともと楕円形をしています。そのダイズ
を乾燥すると球形となり、これを私たちが主に利用して
います。この乾燥によって細胞の形が変化します。
このダイズ(種子)は子葉です。顕微鏡で見るとダイズ
の場合、細長い細胞が薪のように積み重なっているの
が分かります。子葉の縦断面には丸く、横断面は長方
形に並んで観察されます。

これが乾燥すると
細胞の水分が失われ
細胞がさらに細く収縮
し、この縦断面の細胞は
ジグソーパズル状に
観察されます。
ですから、子葉全体では長径方向が
大きく収縮し、ダイズは球形になります。

写真説明次頁 写真説明次頁

図１

図２ 乾燥ダイズともどしダイズの縦断面の比較

論文から展開部分では「ダイズ」 「デンプン」を用い、一般的な説明では「大豆」「澱粉」 と表記します。
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400倍で観察

1 乾燥ダイズ縦断面 ジグソーパズル状に
収縮した細胞。ライトグリーンで囲まれたものが
１個の細胞。この赤色はサフラニンによる（ライト
グリーン サフラニン染色の変法）

２ もどしダイズ縦断面
水分を吸収して細胞は、円形にもどる。
ライトグリーンで囲まれたものが１個の細胞。

４ 「２ もどしダイズ縦断面」を半暗視野で観察
光る線は細胞壁（CW１）。粒状で光っているデンプン
粒（S）はグループで観察される。第二細胞壁（CW2）
は茶色部分、写真１と２の白い部分と同じ。

6 乾燥ダイズ横断面
たんぱく質をアクロレインシッフで染色、赤く好染して
いる。白い粒状はデンプン（S）やそのグループである。

5   乾燥ダイズ横断面 ダイズ種子（子葉）の厚さ方向の
短縮は少ない。子葉接合部分にデンプンが多い。
デンプンはヨード（およびゲンチャン紫）で茶色に好染し、
デンプングループ(SG)として観察される。

３ 乾燥ダイズ縦断面を半暗視野で観察
光る線は細胞壁（CW１）。ジグソーパズル状に収縮した
細胞。 これを水で戻すと「４」のよう 円形になり、ダイズﾞ
は 長径方向が伸びて球形から楕円に戻る。

400倍で観察

400倍で観察400倍で観察
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２．先生にほめられた話

川上いつゑ先生 にご報告したところ、先生は「大豆の澱粉、部分的にこんなに沢山あるのを
初めて見ました。よく観察しましたね」たとほめてくださいました。「やったァ！」とは先生の前では
言わなかったけれど嬉しくて。
続けて先生は「水に漬けている間に澱粉が形成された可能性がある」とおっしゃったの。

大好きな川上先生ですが、科学のことでは弟子の私も信念を曲げないのです。どんな
信念かといえば、水に漬ける短い時間では澱粉の合成は不可能と思ったのです。

大豆澱粉は、あまりに微細であり、限られた部分にあるので、光学顕微鏡では
観察されにくい物質です。みつけにくかったのでしょう。
それ から、大豆から油をとったり、たんぱく質に期待をして、澱粉には興味を

持たれなかったのだと思われます。

１．小さな小さな大豆澱粉みつけたという話

あるとき、煮えたうずら豆の澱粉が細胞の中でどのような形になるか顕微鏡で調べていたのです。
そのとき、ふと大豆の澱粉はどうなっているかと、これも顕微鏡で見たいなぁーと思いました。

お母さんが煮豆をしてくださるとおいしいでしょう。お母さんがいそがしいとお店で買ってきたり、
お弁当にも時々入っていますね。澱粉がちょうどよく煮えているからおいしいのでしょうね。

写真13を見てください。

ようやく顕微鏡の標本（プレパラート）が出来上がって、まず水に戻した大豆の標本を何枚か
見ているうち、ヨードの染まった澱粉が沢山見えました。他の豆の澱粉は豆全体にあるけれど、
大豆の澱粉がある場所はきまっているのです（写真2-3）。大豆の品種によっても澱粉の量が違う
のです（ここでは省略します）。

大 豆 雑 感

小さな大豆澱粉みつけたという話
乾燥大豆をそのまま5ミクロンに切った話
感動の話

大豆のダイチャン
です！

どうぞよろしく
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３．乾燥大豆をそのまま5ミクロンに切った話

他の豆は澱粉がとても多くて、そのままでは堅くて顕微鏡標本は作れ
ません。でも乾燥大豆は、油やたんぱく質が多く、そのまま1000分の5
ミリメートル(5μｍ=5マイクロメートル：通称５ミクロン)に切れるかもしれな
いと思ったのね。
それで「どうか切れますように。切れますように」とお祈りしながら、

一生懸命切ったら、本当に切れたのです。

４．「キラキラ キラキラって 光ってるでしょ しっかり見て」という話

それで乾燥大豆の薄い5ミクロン切片をスライドグラスに載せて封入剤をおいてカバー
グラスをかけて偏光顕微鏡で観察し始めましたが、真っ暗で何のも見えない。
それでも真っ暗な中を観察し続けていると、おかしな話、顕微鏡の中で声がしたの。
「ちゃんと見なさいよ。私たちがいるでしょ。キラキラ キラキラって 光ってるでしょ」って。

不思議ですね。それで、一生懸命目を開いて接眼レンズの所を手で光が入らないよう
にして、このときもお祈りしながら一生懸命見たら、ほんとにキラキラキラキラ－－－澱粉
が沢山光っていました。

大豆がおやべりする筈はないでしょ。けれど不思議ですね。たしかに「私たちがここに
いるから－－」と言われたような気がしたのです。これに似た体験を皆さんも経験したこと
があるかもしれませんね。

そんなことで見つけた大豆澱粉を写真11で見てくださいね。この写真はたくさん大豆の
組織を観察して、見ることに慣れてから撮ったものです。最初は目に観察力がないので、
なかなか見えなかったのですよ。
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うずらまめは乾燥しても同じ形
（大豆は乾燥して球形に変化）

☆光学顕微鏡観察から

100倍で観察 100倍で観察

乾燥したウズラマメを水に戻すと上の図のように、長径、短径、厚さとも 約1.2倍に戻るので乾燥しても、
戻しても同じ形です。
これは下の写真のように細胞の形がほぼ球形なので、細胞が球形のまま乾燥するためです。残念ながら
乾燥したウズラマメの組織写真はありません。コメなどと同様にウズラマメも澱粉が多く、堅くてもろいので、
乾燥したままでは、光学顕微鏡用の薄い切片が得られません。

下のウズラマメの写真は100倍で観察しています。ダイズのデンプンの場合は、細胞は小さく400倍で
観察してようやく澱粉が見えるのです（写真10参照）。デンプンは加熱しなければほとんど吸水しないので、
乾燥した豆と水に戻した豆とのデンプンの大きさに有意な差はない推察しています。

７ もどしウズラマメの組織
青い細い線（第一細胞壁）に囲まれたものが１個の
細胞。その内側の白い部分が第二細胞壁。青緑の
細胞質内に沢山のデンプン粒(S）が貯蔵されている。

ダイズのデンプンは小さく量も多くないが、 ウズラマ
メの細胞の中は、このようにデンプンが多い。アズキ
のデンプンはさらに大きく、デンプンの中心に亀裂が
ある（写真略）。

８ 煮たウズラマメの組織
煮る前のもどしウズラマメと 比較するとデンプン粒が膨潤
している。 デンプンは糊状にならず、デンプン単位で膨潤
し細胞胞も崩れていない。
他の食品も食べ頃の組織は、このように規則性を維持して
いる。

豆の種皮(Sc)は強靱で煮熟後もこのように柱状(Po)の
細胞が整然と並んでいる。

図３ 乾燥ウズラマメ
長径、短径、厚さをそれぞれ１とする

1.22

1.11
1.15

図４ もどしウズラマメ 乾燥時との大きさ比較

論文から展開部分では「ウズラマメ」 「デンプン」を用い、一般的な説明では「うずらまめ」「澱粉」 と表記します。
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煮た豆類50ｇから5ｇ前後の食物繊維がとれます。これは、食物繊維が多いといわれる茸や海草を１回に
食べる量(乾燥5ｇ前後）からとれる食物繊維（2.5ｇ前後)の約2倍になります。

生活習慣病予防のために、茸や海草とあわせて豆類も子どもさんの頃からから勧めたい食品です。

その他、かぼちゃやさつまいもを顕微鏡で観察すると螺旋紋導管などが多く、１回に食べる量も多いので、
比較的食物繊維がとりやすい食品です。さつまいも100ｇで2.3ｇ、かぼちゃ100ｇで2.8ｇの食物繊維がとれます。
食物繊維１日当たり目標量は、成人の場合20ｇ前後です。

正確な数値は、食品成分表をご覧ください。

日頃、私たちは調理をした食品を食べています。加熱などにより、食品の組織や細胞が、崩壊していると
想像しますが、歯ごたえなど食感が良く美味な食品の組織や細胞は、自然の規則性を保ち、澱粉も糊状でなく
形のまま膨潤しています。写真８の煮たウズラマメやおいしいご飯の組織を参考にご覧ください。美しい規則性
が保たれています。

もうひとつ、写真８のウズラマメで大切なことは、豆の皮（種皮：Ｓｃ）は強靱で煮豆にした後も柱状の細胞
（Ｐｏ）が整然と並んでいます。このように細かい細胞が沢山あるということは、細胞壁を構成するセルロース
などの食物繊維が豊富にあるということです。

食感がよい食品は加熱後も組織は崩壊していません

豆の皮は食物繊維の宝庫

このように豆類は、食物繊維がとりやすい食品です

写真７，８の染色は、はライトグリーン、ゲンチャンバイオレット、ヨード・ヨードカリの三重染色
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400倍で観察

澱粉粒大きさを比較しましょう
私たちがエネルギー源として活用している澱粉

成分は同じでも、形や大きさは個性的

どの食品の澱粉も成分としては、ブドウ糖が重合した多糖類ということです。しかし、今回のように顕微鏡で観察
すると、食品により様々な澱粉の形態がみられます。

まず、写真９のように葉緑体の中で光合成された澱粉は同化澱粉といい、植物の葉や果実など緑色の表面で
は盛んに合成され、レンズ形をしています。これらが再び単糖類に分解され、例えば豆類の種子（子葉）、いも（根茎、
塊根、地下茎）、かぼちゃ（果皮）、米や栗（胚乳）、百合根（鱗茎）などで貯蔵澱粉として貯蔵されます。これらの
澱粉は植物により異なった形態をしています。

９ 莢隠元の莢（果皮）にある葉緑体内の 同化澱粉（Ｓ）
この写真９以外の今回の報告は全て貯蔵澱粉

莢隠元の莢の中、赤い点はサフラニンに好染した仁。
その周囲の青い固まりは細胞核、さらにその周辺に数多く
ピンクの粒状物質が観察され、これが同化澱粉（Ｓ）です

Ｓ

400倍で観察したダイズデンプン

１０ 前掲 写真５の乾燥ダイズ横断面
デンプンはヨード（＋ゲンチャン紫）で茶色に好染
デンプンはグループ（SG）として観察される。

１１ 乾燥ダイズ横断面の組織 偏光顕微鏡で観察
小さなデンプン粒（Ｓ）に偏光十字がみられる。

このことから、写真１０の茶色い粒は、明らかにデンプン
とそのグループである

ダイズと同様に小さなデンプンは、コメやトウモロコシに見られる。食品の中で最も小さなデンプンは、
サトイモである。光学顕微鏡で観察するには、2μｍ厚さの薄い切片を作って、ようやく観察できる。
他の食品のように5μm厚さでは、小さなサトイモデンプンは重なって、一個の粒状として観察できない。

400倍で観察

S
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400倍で観察

400倍で観察４00倍で観察

400倍で観察したウズラマメのデンプン

12 前掲写真７ もどしウズラマメの組織をさらに拡大
ダイズのデンプンを観察した倍率に合わせた。
青緑色に好染した細胞質内に紫に染まったデン
プン粒（Ｓ）が観察される。ダイズにくらべ格段に
大きい。

13 煮熟したもどしウズラマメの組織
デンプン粒 （Ｓ）は糊状にならず、粒ごとに膨潤している。
（ＣＷ）は細胞壁。

染色方法

写真９、１４ はライトグリーンとサフラニン染色。
細胞質はライトグリーンに、澱粉はサフラニンで
ピンクに、細胞核に仁は赤く好染している。

写真１０，１２，１３，１５、１７，１８ は、ライトグリーン、
ゲンチャンバイオレット、ヨード・ヨードカリの三重染色。
デンプンは紫および茶色、細胞質は緑および青である。

写真１１は、無処理の乾燥ダイズを偏光顕微鏡で
観察。写真１６は、ゲンチャンバイオレットとヨードで
染色したジャガイモデンプンを偏光顕微鏡で観察。

14 もどしソラマメの組織
デンプン粒（Ｓ）、仁（Ｎ）、その他細胞内には、さまざま
な物質（器官）の存在が推察される。細胞質を囲んで
厚みのある白い部分は第二細胞壁（ＣＷ2）。
その外側に第一細胞壁（ＣＷ1）。
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１６ ジャガイモ 染色した後、偏光顕微鏡で観察
デンプン（Ｓ）に鮮明な偏光十字が現れている。
写真１１のダイズデンプンと大きさを比較したい。
細胞壁（ＣＷ）も偏光に反応している。

100倍で観察

１５ シャガイモデンプン
紫に染まっているデンプン（S）
グリーンの境界部分に細胞壁がある。

１７ 写真１５の低倍 シャガイモ組織の中のデンプンの分布 １８ さらに低倍で観察したジャガイモの組織。
表皮（Ｈ）にはデンプンが存在しない。

４0倍で観察

Ｈ

400倍で観察

Ｓ
ＣＷ

400倍で観察

Ｓ

ＣＷ
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400倍で観察したジャガイモのデンプン

日頃食べる食品の中で最も大きいデンプンは、ジャガイモとレンコンのデンプン。
同じ倍率の写真11のダイズデンプン粒と写真16のジャガイモのデンプン粒とを比較してみましょう。


