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遠鼻蚕次

[ 巨的]　 鶏肉 にっい1:, 筋内成 分。卿

i  に、ぞn らの膏化 と鶏肉の固さや冷 眼・l 化を咄吃検討i ることによ■, t: . 筋肉成療 叔`

固さや喰ヽ味 にどのように寄与１てぃるお £ 名寮I   d:うとi  るも<n で' ある、
〔方成j   (D 筋原繊維蛋白質・ 分析はSDS 一朗^B 成によn    t~。0) /iTP関連物質、池 敵アミ

ノ醸順 亀　三塩 変酢 酸狛ま麦r^ つ*> て. 主ヒt z

③固さu 廠艮智し才メー9  ーによ。て測定した。

秘果:　 ①筋原繊維<n QPS-PAC{E 邑 は. 糾 旅中に低分子｛ ・ 蛋白t ヵ､･徐 々ic 増加^  るこ

ht  承したが`、 そ<n J^ｶﾛ恚 度とm さとの間･こI? ,    －^ ，､関係は見出吃なか。だ。

c 蓮敵 アs ／雌幾 。うち量的に最､もp  ＼･0)は■f] Iレノシン£アンセーリンt'あ・ だが,   こ政ら

I3貯蔵呻にほとんど変化しなヵヽ -> rこ。-  か ￥。他。甚 麺。7  5/  酸 。多くI3C、含量･3 5'""

なi>w 、`痛敗 するまr は. 疆度lこ依存しながら時間･ﾆ は･rtt到I  T  増加I  r-。

③訂P 。IMP へ。変化 はきわめ て£ や*＼T`あり、 そ。後、IMP ＼z温度に夜i§-( て徐々に滅

ウ しt~. イ) らン酸 、済 タ。温度俵存性 と進短 アミ/  直 め僧加・)盗度俵lS-性 は擬似I てぃ

-c. 腐敗が姑 まるまr ＼ま、これら。過度依陰性は∂～ぶ･''c・ 範刮で＼i＼i一起 であ。た。

母貯蔵期間 の異なる鶏肉t,ヽ ら。執永抽出麦 。食味､､1 tt較I  fこヒころ. ﾀﾞt直後の4- のよ'J貯

蔵期間、ヽ -£ いも・ 。方め食ヽ味ダ濃厚z"  あ'), 渡勉 アミ/ 匯 の増加と凄味 、変化 との闇､こ曳

寿な関係ヵ唱 ること川 金諭i れに。
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大s. の吸永Hf- におIt る掴､織 営的 変柚

趾

i  的　 大 豆１ 調理 ・加工 する場合,t ，予t,  vs.水 さぜ るのが-f 通r  あ る。吸太 さ'-e る£，

s. a 膨潤 レ･? 球形 か ら楕 円形･' 変形 する:  a. は周知・ どころ^ あ る。 われわが ＼ま，昨年 の

本 大蚕 ？ヽ，大 豆 の5 葉組織 。細胞 は，乾 燥時It  は不島形T･ あるが，吸 収さ･t!:る と衝潤 し マ

着 レく変形 レ,  やの紹果， 球形 。乾燥 大豆 が楕 円Wo  It なる 乙 ，･う-  と を明 らか･: レ た。本

報 告? はヽ， 乾燥 大 豆からフ 　ッ カ ーのミ クロト ーム？ヽ 水槽 を明丿ず組織 切片ｉ 作 表レ，A 接

検鏡 レマ，乾燥 時 における3-  蒙組 梅・Us  胞 の形i より明趨も するどども
，
こ,   吸 水t の細 胞

およ び豆全体 の形態 変私 を生 究した。

方法　 試料 大1-  は北 海廬産トヨ スズき用いrこ。乾燥 大 瓦の組織 切片t  固定 ■ 脹 色す%  こ

どな<  無処 理<n i ま，透退 型 臓分干冷顕臓死 マヽ ･検姚 レ 尺。 さ い こ，スラ イド グラ ス上 の切

片 。 一端 から， 数量() 水 を浸遠 さit なが ら検死 レ7   ,      吸 水時It  おけi, 細胞形隻 の経時 的安

砲?  観t レr-.  in.　 こii Y.平行レ7  ,   吸 収中 の豆0) 外 形変拓も追錨,レた。

郎栗　 乾燥 式S- の^ 蒙組織 の細胞 ＼l,  縦 長,) いひつな不隻形r ≒　5, り に入り組 ん?ヽヽ組合

わさa  ,　1, 叡 なli梅i. 構 成 し7    i>  ■& が，吸 水さ-e. るt,  -iR 々a  細胞 が膨潤 し？瓶織構造 が

変柘 する。 こtn どき,   is 胞 の横 方向,) 膨潤半 が縦 方向･: >

? ,    球形 。乾燥 大 豆･ま楕 円形I- 変if*/ する. 吸水時,: お･7 るこ 。よう な細肥 の変 形i3 , } 蒙

の外;fl か ら始 まり, フロ マり 一戴 の内≪■]ヵヽ ら内側% ■') a) 中iVi都 へt 進 行 する。 このことから。

乾燥 大 豆 の吸 水時り ま， 水の大都 分 は大S. 種:^･の全 表Si  V-ら侵入 レ. 悳暑孔 や･ヘソな 汐Vヽ

らの載 の侵入,ま比統的 少な ，･も のと椎 衆レ た。


