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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)・示野貞夫 2)・

Replacement of Fish Meal by Combined Inclusion of Soybean Meal,

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

索 引 語：ブリ／オレゴンモイストペレット／代替タンパク質／併用添加

　A feeding experiment was performed to investigate the replacement of fi sh meal by 
combined inclusion of soybean meal (SBM), corn gluten meal (CGM) and meat meal (MM) 
in mash for Oregon moist pellet (OMP) for yearling yellowtail, Seriola quinqueradiata. The 
fi sh weighing 760 g on average were fed the OMP diets. which were a combination of 1:10:10 
of feed oil, raw sardine mince and mash containing 0-80 % brown fi sh meal (FM), 20-30 % 
SBM, 10-20 % CGM and 20-30 % MM.
　The feeding activity of the fi sh in terms of time spent feeding on the test diet was not 
appreciably aff ected by combined inclusion of 30 % SBM, 20 % CGM and 20 % MM (replacing 
88 % of FM) in mash. The growth rate and feed effi  ciency were not aff ected by inclusion of 
20 % SBM, 10 % CGM and 20 % MM (replacing 63 % of FM) in mash at all, although were 
somewhat aff ected by inclusion of 20-30 % SBM, 20 % CGM and 20 % MM (replacing 75-88 % 
of FM). However, these parameters were signifi cantly aff ected by inclusion of 30 % SBM, 20 
% CGM and 30 % MM (replacing 100 % of FM) in mash. There were no marked diff erences 
in hematological characteristics among the dietary groups at the end of the experiment.
　These results indicate that FM in OMP for yearling yellowtail could be replaced up 
to 63 % by combined inclusion of 20 % SBM, 10 % CGM and 20 % MM in mash without 
any adverse eff ects. It is suggested that the combined inclusion of the alternative protein 
sources is more eff ective than the single inclusion on the replacement of FM in mash.

大豆油粕，コーングルテンミール，ミートミール
併用配合による魚粉の節減

濱岡俊輔 3)・宇川正治 3)・阿久津正治 3）

Corn Gluten Meal, and Meat Meal in Mash for Oregon Moist Pellets 
for Yearling Yellowtail, Seriola quinqueradiata

Syunsuke HAMAOKA, Masaharu UKAWA, and Masaharu AKUTSU















　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３種代替タンパク質を併用した場合の魚
粉代替率を明らかにするため，魚粉配合率を 79.7％（対
照）から 30，20，10 および０％に減らし大豆油粕（Ｓ
ＢＭ）を 20 ～ 30％，コーングルテンミール（ＣＧＭ）
を 10 ～ 20％，ミートミール（ＭＭ）を 20 ～ 30％併
用配合し，塩酸リジンを補足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，760
ｇ前後のブリ１歳魚に与えて 107 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）ＳＢＭ 20％・ＣＧＭ 10％・ＭＭ 20％併用配合
区の成長は，対照区と同等で，飼料効率はむしろ優れ
ていた。
　３）各代替タンパク質の配合率をさらに 10％ずつ
増加して魚粉を削除すると，対照区に比べて魚の嗜好
性が低下し，成長・飼料効率も約 20％低下した。し
かし，いずれの飼料区の血液性状にも異常は認められ
なかった。
　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，ＳＢＭ，ＣＧＭ，
およびＭＭをそれぞれ 20，10，および 20％併用配合
することによりマッシュ中の魚粉の約 63％を代替す
ることができ，したがってこれら代替タンパク質の併
用が単用よりも魚粉の節減に有効であることが明らか
になった。
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