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ブリ１歳魚に対するモイストペレット用マッシュへの

高木修作1)・竹田正彦 2)・細川秀毅 2)・示野貞失 2)・宇川正治 3)・

Practical Inclusion Levels of Meat Meal in Mash for Oregon Moist Pellets 

Shusaku TAKAGI, Masahiko TAKEDA, Hidetsuyo HOSOKAWA, Sadao SHIMENO,

索 引 語：ブリ／ミートミール／オレゴンモイストペレット／添加許容量

　The practical inclusion levels of meat meal (MM) as a substitute for fi sh meal in mash for 
oregon moist pellet (OMP, mixed mash and raw sardine mince with 1 : 1), was evaluated 
with yearling yellowtail, Seriola quinqueradiata fed test OMP diets composed of mashes 
containing 0 ～ 30 % MM for 126 days.
　Growth performance was maximal in the fi sh fed diet of mash containing 10 % MM but 
decreased with further increase in MM content. The performance of fi sh fed diet of mash 
containing 30 % MM was similar to that of fi sh fed diet of MM-free mash. The same trend 
was found in feed effi  ciency among the test groups.
　Hematological characteristics (red blood cell count and mean corpuscular volume) of the fi sh 
fed diet of mash containing 30 % MM were inferior to those of the fi sh fed diet of MM-free mash.
　There were no marked diff erences in proximate compositions of muscle and liver among 
the groups.
　These results indicate that commercial MM is a satisfactory alternative protein source of 
mash for OMP for yearling yellowtail. Practical inclusion levels of MM in the mash should 
be around 30 %, replacing around 38 % of fi sh meal in mash.
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　１）ブリ１歳魚に対するオレゴンモイストペレット
用マッシュにおけるミートミール（ＭＭ）の実用配合
率を明らかにするため，ＭＭを 10 ～ 30％配合した試
験マッシュに，等量のマイワシミンチと５％（外割）
のフィードオイルを混合してオレゴンモイストペレッ
トを作製し，670 ｇ前後のブリ１歳魚に与えて 126 日
間飼育し，成長，飼料効率，血液性状，および魚体成
分を測定した。
　２）マッシュにＭＭを 10％および 20％配合した区
では，ＭＭ無配合の対照区より成長，飼料効率が優れ
ていた。また，ＭＭを 30％配合した区でも，対照区
と同等の成長，飼料効率を示した。
　３）ＭＭ 30％配合区の血液性状は，ＭＭ無配合の
対照区のものに比べて，赤血球数が低下して平均赤血
球容積が増加し，両区の間に有意差が認められた。
　４）以上の結果から，ブリ１歳魚を対象とするオレ
ゴンモイストペレット用マッシュにおいても，ＭＭを
30％程度配合することが可能であり，この場合のＭ
Ｍによる魚粉の代替率は 38％となることが明らかに
なった。
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