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学位論文内容の要旨

物鯛水産学亜型L一高倫是：榔
     学 位 論 文 題 名

 高：速5夜体、70マトグラフィーによ：る

 脂葉分御重の向定理論の心立ピ亀類
 筋肉レrンヲーンの子種・分NTへの応用

 近年急：速に：進歩した島速漁体ノ7ロマト
ゲラフて一一（HPLCと略与し，）u， rc．車tK白～1・分予

量の入さい吻噴まで損傷弓く且つ迅速に
・分離で乏うことから，舶～瓢ケ与種の分前
1＝．｛，応用力N”tr式1’みら容へ一て’111rb 1：こ。しか、し7，1・かv

ら 一一その同定r方今一ほハ9一一一ラー5一一…シダレナ》
 ノノ、ご一  （PNと甲各言てL｝）一一と ロ∋・〔；ゴ爪ii｛｝入；き：わ、ブ」2艶

出規定式に碁、プいてτ」？れ一（Y・るに過ざ
有力・っ た。 PNとはPN ＝CN一ユ・DB！よモ）関

イ書式（CN （9ア，ltrル纂の総尊皇．数Dβほ
               ノ糸急二重象右／合数）てtf表わ1乏出：る。 し0、し’τ」

がら この同足必に従えば16＝0（萩素数
  ノヵN“ P6f固て“＝二重糸ち／合・数tY’0健】）ヒ18：1（ノ灸

素数が｛9個で二重緬合数が｛で固）のフシノ

基tkれそM持つ2，麺類のノ分子6重8’rじ較

する場合ノ礪ヒ械りのア》ノレ基力咽
一であ：ると，’すうとノ」L記．の式よ9ノ こ夙
らほ向じPN・yaつ．こと．．にで」一り．一．． こ．0）2種

             ノ 類の砂子種はPN毛用いてt3 Cl別て“卸ユい
こ．と．くこ．ブよろ．。．この｛享Q、2，0．＝5一ζ2L2：．6一（t：0
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ヒ16・IU曾・2■8二3と2叫ヒ22汐等ノ’同≒・

のPNklkつアシノし基は数多くあり した
               ノがっマ  このこしが．個？の／》号穿重の同．一
   ノを一層困難にでせてさた。
 本門究で口 九ブ’鶏旦大豆レシチこ・ヒ
      ノその誘導体幽勲の創チ下て・HPLCに俣
しγ〈締尊くノ しシつ一ンをし2．一ジク’リセリ．ド

のアセチル働勿に誘導して分子単体下押
極樹切るこヒがレうチン／oXSi重壁tO
／分離にフ筒憎ていあるこヒ竜，見い出した。

 この一衆ロ臭」を基に  6日質レシチン  数種
        ノ            フ
魚類の筋肉レシチンについ’（もレクチン
由来のし28ごグリマリドのア2チノし化勿
を調製してHPLCに傲ノ得SMk画ex
可翁旨τ」一P艮リ弓手h田に＝才概言寸し7Z。 その糸壱果，

各分5纏の相対保痔θ糊（RRT t Ut｛5記）

の対養久ヒCNイiもびにPBヒの間1’こは ／）

関数的関係があるこヒ国見い出した。皇
たノレシ今ンのう疹出順位起考えた場’合，
、分子：種乏PNで定，晒すうより℃それぞれの

7シ1レ碁の燕素畝，二塁酒槽ε避止唱4
数ヒして竹列表、示マうこヒが肩口であうこ
ヒを日月らカ、にし1く。’す1ユォつろレ，

CN＝ Pt‘，Zgsl（RRT）＋2； cN＝ li dd’，1 （t）

ρB一 P，・嫁にRD＋多・DB－ll議（ユ）
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 但しノR，匿帽）燗数の直線のイζ穀で
h、‘LZ’，， ‘11一 …tz；直線醐痂，敏わ、して

…い：る・＊IZi c，，Cxほas 7シノレ9の淡煮
撤と表わで定数ノd・i ．d・は各アシノし基の
二重結・合委父之表わ可定数である。

 ズおよび？ （ユノそAt（そ“mア引し基の友

XMSよび二野論数逸表わす変数であ
bと．定義したる

 ））e〈にノ．ωノω式の解釈の才広張と試みた。

フ．3り， レう‘f）一：ン由来のジグリセリドの

ア1セ．チルIG物はノ・分｝の形1オ犬から見ブ。場

・1ノ．そのアeg？し基がアシル基の最も短

Hの脂肪酸残基であろ．ε考iZるZし（Zよ

紐‘≧ノ3；儲群℃ラ熊弊冴誇

讐総墨描弥鉾慰緬｝願区：烹嚢

式：

iCN ＝P，・禰（RRT♪嘱

DB＝B・吻（RR↑）＋あ

ヒ吋二ic乏dzlω
llg，1・ gi

Dlコi鼠 （り

灘難1議li捲…野

＼蒙に委種のトりグリセリ ”1乏               製．し
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こA一く ’9HPLC （z嬉して分取野司定⊥i，仮

縫青萩認どらち繁鵬影回鍾…

各既知玉手種のRRT定ア↓ノし基の総炭素i
数ヒ総、二重毎芒，／∈琵数⊂：こ三寸し一（牛女寸話プ墾才量」二

じこフ。0・ソトーし，（のノ（の式力、“ノ’b祈；条イ午：にψ、

かわりτ4《普遍的で∬三一であるこヒ9確
認した。

一方ノ下腿た仮説の論理的肯景：にフ
いてはノ Martinの！分配’クロマ，トグラフィ“

理謙導Mろこヒ」歌フて明S？、こ之す…
射ができ1た・1 I」 b S，， ，Ma「ti n．iの理

鰯＾讐ノ・一回舞＋欝
 久ほ分配係数ノ尺1コ気体定数ノ丁は絶

謄落譲鵡詔繍7i支i儲落ち参・
es構造上の1差であろが，；こ、の式1＝あ’σ

6Aヒ＆までよる分5種，BkAにXねる・
   c， d3

炭紮1金草か♂加・わ・・たα
c，＋× d，

c， d3
d、なる分各種と

して跳換え《獄ろ：こヒによワノβは

磐i学㌻戴餅13鱒郭｝1
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る．締果とrJり， こ．のXはアシノし差の←CH夷

iに相、当し 碗の増大と共t2脂噴分子のケ
    ノiミカル爪．テンー｝ ”Jしが対数的｛z 7il卸して

／ゆくことしし｝（（3）式乏説朗一∫5こヒがて”

萎た．。

 ↓ス上， このよう1こして説日月乏？八7：こ三嘆
6ケ≡｝種のHPLCに：おσ る ：三容出王子論に1  才概言

提ぎ1｛llのC，， C・， C・， d，， d・，議既

椀でくこてについてRRTとの間1二直線関係
…が成り：江つということて『£ある。’了ねわ

ぢ’劔倒1割の笹熱それぞ峨立
要数としたときに与2ら祝る従属受数が
RRTヒ1」うマいるものヒし；マとsえるこ
ヒかゴて“きる。

一く方ノPN碇勲℃CN（｝7》ノし基の，総

；欝侭寧1徽驚欝
はCN 2・・よ’てがいPBヒいう2個1の：独立変、数で｝

従属変数RRTと与え一zいる。
 今ノCN一 C，＋C・＋C3／PB－id1＋dz＋d3
一な一る霞｝1糸か鴫あ：うカ、ら， 〆♪之‘こ：1ノ 両老 （PN

         PNの良毅；で4，ZS ntヒ本う宛ト・出ヨ：里論） ｛さノ

 てし・る2虫立噸数（CNと［）建の計；2，f厘｝／）を乎斜

張して，ア》ノし碁・中の，炭，系委久i：および’ニー重

    ξ 6個 「と 魚そ’爪多去立要．数ヒ純合ノ
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しているものとしマとらえるこヒカvlマ’“き
’ろ。でねめちノ寒路出規定式：1ゴ，PN41独立
憂数の＞Z元1も2）スラしから6ユ窯元）（ユ才広3艮ぐ

た・しのとして糸＄論つ一一1ノら坦プこ。

 本研究てc9づらにノ全貌が6月ら∂・にrJ
つたノ分手縫の務出理論老基にしヲチ〕．ノ分
3種．の同定，用フ。ログラムを伊成し1こ。

 以上までに碗i立した脂噴∠〉手鍾・のフ所三云

を用い  こ爪容て覧’脂肪酸組成レベ’ノしでし
   ノか知貝」ヵぐ出て≦．Utて＼＼た；＼．＼魚．一真窃肉のレシ

チン・分う・纏命綱9行で」フた。翠黛魚ヒし

てt9，、マイワシノサバs mメバチマグPノ
マがレイノ＿スナ．カ“しイノ ・ク0ソバノiス）一

          ヨ…ンA守，1ノサ’1メノネト，ウタラノ シロ．サアノ

ズミザ’メノこジマスおよ“びコイと用いた
そ．嘱果’2・： sや．2ユ：6 ・“じの掩度不飽和

脂肪酸彫の組み令わせから停る命糎
午：しノ ’6；0ヒ2’o：5あろ、・は一6「0と22 ，： 6．の

糸且み／1＞わせか・ら’成る考か：5一種かfノ              これら構
成魚類1筋肉レ珍ン分を糎全体の60％」
上：と1blめ、る，こ，ヒが閑うかヒな、りノ このこ

ヒ1ユ魚類筋肉レシチン鱒1種の特徴であ

1：縁i騰1譲蹴1慮

t最2し多く／言9ナ  5也，の怖権武（i駕ほ（16 ：O）（
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22・6）9最も多く倉んでいてノ蔭祷魚し
1そのf也の毛のヒの間の最も狩御、的差異と
｛しマき忽めら祖た。また，マイワシは：高度
：不飽和肪肪酸同士の組み・倉わせであiろ・（
120・ S；）（Z2：6）（22＝6）（2Z：6）が他．の魚種よ

     ノ』ワも多・・のに対し コイ ニづマ入等の
        ノ     ノ淡水魚では，こ齢の分予郷少量…しか
で含隔フ角 し ≠s ・わ＼ ッ ；たこ。  ：ま 1一一ノ  同一 魚種て“1あ・フ

；て も！†甫ら隻さ ntア定θ奇：期に よ ッ てノi27N：i｝種1に二量

的差のあることが認めs ntた．6笥1にノ♪歩
上9竹「6う’シロサノ7’でほ禽肉レシチ；一ン！分

離縣ご聯細動解る雑
体灘1邑爵葦箕繰饗幕：麟饗震

館配乏驚輪こあ娯i窒iミ三遷め（：郷

錨鎖惣群論応i∵；傾
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