
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。

＜光学顕微鏡について＞

光学顕微鏡による観察倍率は千倍が限界です。低倍にして広い範囲を観察することができます。ま
た、それぞれの物質を見極めるために着色しますが、そのために美しく正確な判断ができる着色剤を
選びます。そこで、今回は二種類の方法を用いてデンプン粒を染めました。サフラニン染色 (写真6〜
9）とヨードヨードカリ染色ですが、一般的なヨードヨードカリで染色したデンプン粒を主に紹介します。
細胞質はライトグリーンを使いましたのでデンプン粒の識別が容易です。
一方電子顕微鏡は、電子線を用いて観察するので白黒の像となりますが、高い倍率で観察できます。
今回は非常に微細で光学顕微鏡では観察しにくいサトイモデンプンについて、田村咲江氏にお願い
をして透過型電子顕微鏡像を掲載させていただきました。電子顕微鏡の威力をご覧ください。

組織中のデンプン粒
自然の中 ありのままの形です

デンプンは、先ず植物の葉緑体の中で光合成されます。これを
同化澱粉(写真1)といいます。こうして作られた同化澱粉は、水に
溶けやすい糖に変えられ、貯蔵器官へ送られて再びデンプンに
合成されます。これを貯蔵澱粉と言います。
今回紹介するデンプンはこの貯蔵澱粉です。このようにデンプ
ンを貯蔵する器官は、植物によっていろいろあります。例えば、
ジャガイモは根茎にコメは胚乳、カボチャは果皮にマメ類は子葉
などです。たくわえられたデンプン粒の形や分布は植物によって
異なり、非常に個性的です。

＜同化澱粉と貯蔵澱粉＞

写真1 サヤインゲンの莢で光
合成された同化澱粉（ピンクの
顆粒） 400倍で観察

染色はライトグリーン サフラニ
ン染色

植物が太陽の光を利用して大量にたくわえたデンプンは、人間

に食べられるためにたくわえているわけではありません。それぞれ
の植物が繁栄するための営みです。この営みを利用して栽培し、
私たちの食料としています。生きるためのエネルギー源を植物か
らもらっているありがたさに感謝しましょう。

1

プレパラートづくりに関心を持たれる皆様へお願いです。至急３ページをご覧ください

すぐデンプン粒を
見たい場合は

クリックしてください

澱粉の形
いろいろな食品のデンプン粒を観察しました

貯蔵デンプン粒は個性的です

次の論文の中からデンプン粒を紹介しますが、過去の
論文からもコメやダイズのデンプン粒を引用しました。

1

各種食品デンプン粒の形態観察および光学顕微鏡標本の作り方
Morphological  Observation  of   Starch  Particles  in  Various  Foods  and

Methodology  of  Preparing  Samples  for  Optical  Microscope

今中鏡子
掲載雑誌 : 広島文化学園短期大学紀要 第４７号（１頁ー２０頁）

ホーム

http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hbg/file/12067/20160224180931/47-1.pdf
http://www1.odn.ne.jp/ki1938/


＜植物組織の永久プレパラート＞

この観察の特徴は、植物組織のまま観察をしていることです。
植物細胞には強靭な細胞壁があるので、永久プレパラートが作りにくく、さらにデンプンが多い食品

では、もろさが加わって5μｍ（1000分の5ｍｍ）以下の薄片を得にくいからです。こうしたいくつかの難
しさを解決しながら、薄片2〜5μｍを切り出し染色を工夫してプレパラートをつくりしました。

＜永久プレパラートで観察する方法＞

動植物ともに自然の組織のままでは、観察に必要な薄い標本（5μｍ厚さ）が得られません。
そこで、組織にある水分とパラフィンとを入れかえ硬いブロックにしてます。このブロックから薄
片を切り出し、スライドグラスに貼り付けて染色します。
この過程でまず水分とパラフィンを直接入れかえることはできませんから、最初は水分とアル
コールに入れかえ、次にアルコールをキシレンに入れかえ、最後にキシレンをパラフィンと入
れかます。こうして水分があったところをくまなくパラフィンに置き換え、ようやく固いブロックを
作ることができます。これらの溶液等の入れ替えは、いずれも薄い濃度から濃い濃度に段階
を経て入れかえます。
パラフィンは、恒温器の中で液状にして組織に浸透させます。包埋剤はパラフィンのみでな
く樹脂系の包埋剤も使われます。

このアルコールなど溶液の入れかえは、動物性組織では短期間で行われますが、植物の
場合は強靭な細胞壁があるので浸透する時間がかかります。私のライフワークである炊飯米
は、ぎっしりと澱粉が詰まっているので最も難しく、試料採取から薄い切片を得るまで2週間
以上かかりました。

標本製作の方法は、論文ｐ.2の「方法」で詳しくのべていますのでご覧ください。

＜澱粉だけを取り出して観察する方法＞

例えば、ジャガイモをおろし金ですりおろし、
水の中に入れてかき混ぜ、しばらく置くと、真っ
白な澱粉が沈殿しますので、上の汚れた水を何
回かそっと取かえ、白く沈殿した澱粉を観察しま
す。衛生的にあつかえば料理にも使えます。

紫の顆粒はデンプン粒（S）。グリーン部分は細胞質。細胞壁(CW）部分も鮮明。

2 3
4

S

細胞壁（CW）

第二細胞壁（CW2）
（白く抜けて観える）

第二細胞壁を
染める色素を使
わないので白く
抜けて見えるの
です（写真4）

40倍観察 100倍観察 400倍観察

ソラマメ

プリントアウトした場合のサイズが一定ではないので、
観察をした時の倍率を記しました。

＜写真倍率＞

2



S

CW

論文「各種食品デンプン粒の形態観察および光学顕微鏡標本の作り方」の
２頁右列14～15行目 ”使用するパラフィンの融点は58℃前後。”と記しましたが、
「包埋剤のパラフィン融点は53℃前後が適している場合も多い。」
包埋剤は、樹脂系も使われます。封入剤や染色剤も作業に適合した良いものが見
つかると助かります。

ひと休み

写真5 ジャガイモの組織を４０倍で
観察しました。紫の顆粒は澱粉粒（S）です。
細胞膜の位置は青く好染。ジャガイモの皮部分
は細かな長方形の細胞が積み重なっています。
ここにはデンプン粒がありません。

ジャガイモの皮をむくとき、この写真を思い出し
てください。5

皮

ジャガイモ( Potato)

続いてジャガイモの組織です。写真6,7､8,9はライトグリーン、サフラニン染色です。「CW」は細胞膜の位置です。

写真5,10,11,12,13
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

100倍観察 偏光顕微鏡400倍観察 100倍観察 400倍観察

100倍観察 400倍観察 100倍観察 偏光顕微鏡400倍観察

10 11
12 13

写真9ではデンプン粒（S）周囲にグリーンの膜がみられます。この膜はアミロプラストであると推察しますが厳密に
は透過型電子顕微鏡のよる構造解析が必要です。写真11のヨードヨードカリ染色では、写真9のような色差がな
くデンプン粒周囲の膜は確認しにくくなっています。写真8,9の紅色はサフラニンで染まった細胞核です（サフ
ラニン全てが核を染めるかどうかは未確認です。当時使っていた「メルク社のサフラニン」はよく核を染めました）。

S

S

CW

98

S

S

7

S

6

永久プレパラート製作者の皆様へ
大切な追加をさせていただきます

3

http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hbg/file/12067/20160224180931/47-1.pdf


サツマイモ
( sweet  potato）

写真14〜17全て
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

14 15

18

400倍観察 400倍観察

S
切片の厚さ

２μmで観察
本観察中最小
の澱粉粒

サトイモ
(taro)

1716

写真16ように、サトイモデンプンは微細なので光学顕微鏡ではデンプン粒を確認し
にくく、これを偏光顕微鏡で観察すると写真17のように、ようやくデンプン一粒に
偏光十字が確認されます。粒は1μｍほどで小さく、線状に光る細胞壁か確認でき
ます。

18

写真18は田村咲江氏の研究から
掲載させていただいた透過型電子
顕微鏡像です。

サトイモ球茎に見られるアミロプラ
スト（Ａ）. 複粒のデンプン粒（Ｓ）を
明確に示している． 4400倍観察

＜以下写真への文字記号の省略＞

この観察ではヨードヨードカリ染色により、デンプン粒は紫や褐色の顆粒として観察されます。同じ
組織を偏光顕微鏡で観察し、同じ位置に偏光十字が現われています。これにより、間違いなくデンプ
ン粒を確認いただけると思い、今後、写真中の記号は省略します。偏光十字の交差する点にハイラム
（デンプン形成中心 hilum：臍）がみられます。

ハイラム： 川上いつゑ 澱粉の形態。3-5.24.25  (1975）. 医歯薬出版

田村咲江監修
食品・調理・加工
の組織学学窓社
p.53 1999

400倍観察 400倍観察

写真16では確認しにくいデンプ
ン粒が見事に観察されています。

サトイモ

透過型電顕微鏡像

いろいろな食品の澱粉粒をご覧ください

そのデンプングループを取り囲む線が明確です。これは、細胞の中でデンプ
ンをたくわえているアミロプラストの膜です。

4



×500

ムカゴ
(mukago)

ナガイモ
( Japanese yam)

21 22

23 24

25
26

クワイ
( arrowhead)

写真19〜28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 400倍観察。
写真20,22,24,26,28は,それぞれ写真19,21,23,25,27の偏光顕微鏡像。偏光十字およびデンプン粒
形成の核ハイラ ム位置が鮮明です。

レンコン
(East Indian
lotus)

本観察中最
大の澱粉粒

20
19

×500

24

28

ユリネ
(lily)

27

虹色に反応した偏
光顕微鏡像を掲げ
ました。澱粉には微
細で規則的な溝が
層状に生じている
ので、角度によっ
て光が干渉しあい
ます。他の食品の
澱粉でもこの虹色
は観察されます。

5



6

S

×500×500

写真29～38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 400倍観察。
写真30,32,34,36,38は,それぞれ写真29,31,33,35,37の偏光顕微鏡像。偏光十字およびデンプン粒
形成の核ハイラムの位置が鮮明です。

32
31

33

35

34

36

バナナ
（banana）

ク リ
(Japanese

chestnut) 

カボチャ
(pumpkin)

ショウガ
（ginger）

3029

37
38

アズキ
( adzuki bean)
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43 44

ソラマメ
(broad bean)

写真39～48 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 400倍観察。
写真40,44,46,48は,それぞれ写真39,43,45,47の偏光顕微鏡像。偏光十字およびデンプン粒形成の核
ハイラムの位置が鮮明です。

トウモロコシ
(corn)

45 46

S

39 40

エンドウ
(gerden pea) 

S 36
35

ウズラマメ
(uzura-mame)

42
41

C

再掲：1989 
広島文化女子
短大紀要
22巻 p.41

写真41と写真42
とは対応してい
ません。

コメ
（rice）

47
48

乾燥米そのままで
は非常に硬くてもろ
いため、薄片は作
れません。水に浸
漬して、なおむづか
しい作業です。
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写真49～52 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

45

S
51

ダイズ 乾燥
（soybean

dried）

再掲：1988 
広島文化女子
短大紀要
21巻p35

52

コメ再掲

再掲：2006 
広島文化女子
短大紀要
39巻p.20

写真55乾燥大豆 アクロレイン
シッフ染色。
たんぱく質をピンクに染めました。
その間にデンプンのグループが
点在しています。400倍観察

5049

55

53

←収縮した
乾燥ダイズの細胞

←水を吸収した
もどしダイズの細胞

ライトグリーン サフラニン染色変法

写真49〜53の写真は過去の論文に掲載した写真の再掲ですがデンプン粒の所在を明らかにするものです。

乾燥ダイズ横断面 400倍観察

ダイズは乾燥すると
縦断面が写真53のように
収縮し、マメは球形になります。
水に戻すと写真54のように
元の細胞の形に回復し、マメ
は楕円（楕円球体）に戻ります。

他のマメ アｽﾞキ ウズラマメ
ソラマメなどは、細胞がほぼ球
形なので、乾燥による収縮が
どの方向も同じです。そのた
め乾燥した豆の形は変わらな
いのです。

400倍観察

乾燥ダイズ横断面偏光半暗視野 400倍観察

クイズ 解答

写真53はAの乾燥ダイズ（縦断面）
写真54はＢのもどしダイズ（（縦断面）

1988年の観察において、ダイズデンプンは子葉接合部に多く
存在していました。

写真49,50ともにコメデンプン粒が赤く、ヨードヨードカリに好染しています。写真50 亀裂は
コメ全体に生じてデンプングループまで破壊しています。煮えるにしたがって亀裂は消失し、
自然の規則性を保ちながら炊き上がります。

100倍観察 400倍観察

55

ライトグリーン染色 偏光半暗視野観察
400倍観察

54



表1 観察した食品の最大

デンプン粒の大きさ（μｍ）

食品名 長径 短径

レンコン 93 37

ジャガイモ 87 53

ユりネ 54 35

アズキ 48 36

ソラマメ 48 21

バナナ 48 25

ウズラマメ 38 25

サツマイモ 31 31

ナガイモ 29 18

ムカゴ 27 14

クワイ 25 18

ショウガ 22 18

カボチャ 17 15

クリ 15 9

エンドウ 14 10

コメ 5 5

トイモロコシ 5 5

ダイズ 5 5

サトイモ 2 2

9

今回観察した食品それぞれの
最大デンプン粒を選び、長径と
短径を表1 図1にしました。

デンプン粒を形で見るとこのよう
に大きや形が違います。

レンコンやジャガイモのデンプン
粒は大きく、長さは９０μｍ（ﾐｸﾛﾒｰ
ﾄﾙ）前後にもなります。反対にコメ
やトウモロコシは大きいものでも5
μｍと小さいデンプン粒です。

特にサトイモのデンプンは、大
きいものでも1μｍ（ﾐｸﾛﾒｰﾄﾙ）な
ので、観察のため、標本を2μｍ
まで薄く削りだすのは大変でした。

食品の大きなデンプン粒は表1
図1のように測定できますが、小
さいデンプンは測定できません。
それは、デンプン粒形成の始まり
である微細なレベルを視覚的に
観察することが不可能だからです。

＜最後に＞

30年間米飯の組織観察を
ライフワークにしていましたが
その間ほかの食品組織中の
デンプン粒の形態を観察した
いと願っていました。それは、
単なる観察に終わることに物
足りなさも覚えていました。
しかし、川上いつゑ門下の
染色法は、他に類をみない美
しく鮮明な像が得られることか
ら、今回このような食品組織の
観察を紹介させていただきま
した。
ただ、60歳を過ぎてからの
作業のため、体力にいろいろ
な不都合が生じ、写真撮影の
力が発揮できませんでした。
そのようなことをお許しいた
だいて、少しでも参考にしてい
ただければ幸いです。

＜次のページに加熱したデンプンを紹介します＞

今回試料とした食品の煮熟条件などは、論文にお示ししていますので参考に
してください。
この実験は、一回のみの試みです。追試の責任があるのですが、観察にかけ
る体力が限界でした。研究の入り口をお示ししただけで申し訳ありません。
本観察で食べごろに膨潤したデンプン粒の形態を次の三つのグループに分
けました。

タイプ１ デンプン粒単位に膨潤（痕跡がある）
タイプ２ 細胞内に糊状に膨潤
タイプ３ 細胞内に糊状ながら粒の痕跡がある

出来れば今回試料を採取した時点の前後も時系列に試料を採取し、デンプン
粒が食品組織中でどのように変化するか味覚と併せて観察を続けたいとおもい

ました。
また、今回の報告は、茹で時間や食味について、パネラーの判断に頼るなど
統計的な吟味をしていないので、客観性に欠けています。
ただ、光学顕微鏡像による比較検討に適した方法をお示しさせていただきました。

本研究はじめ、適正炊飯の研究、大豆澱粉の研究、マメ類の煮熟等すべて
形態学的な発表は大量のカラー写真による証明を伴います。それらの発表を
常に広島文化学園の紀要に掲載をお願いし、写真印刷が大変高価な頃から
費用等ご負担をしていただきました。おかげさまで広く皆様に植物性食品の形
態学的研究や観察をご紹介させていただくことができました。
常に暖かくご援助くださいました広島文化学園に深く感謝申し上げます。

厚く御礼申し上げます

煮
た
デ
ン
プ
ン
粒一

部
紹
介

長

径

短径

図1 観察した食品の最大デンプン粒の
大きさ

( )

( )

http://www.hbg.ac.jp/univ/
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S
CW1

S

ナガイモ
（Japanese yam）

ジャガイモ
( Potato)

サツマイモ
( sweet  potato）

写真56～67 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
写真57,59,61,63,64,66,67は煮熟（加熱）した組織。いずれの食品も澱粉粒が膨潤して
いますが、細胞内にとどまり、自然の規則性を保っています。
写真56〜61,64,66,67は400倍観察。写真62,63は100倍観察

56 57

S

58 59

6160

レンコン
(East Indian
lotus)

62 64
63

トウモロコシ
(corn)

66 6765

デンプン粒単位に膨潤

細胞内に糊状に膨潤

細胞内に糊状ながら
粒の痕跡がある
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