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インピーダンスを用いたブリおよびマアジの脂肪量の非破壊測定

久保久美子， 1,3*松本欣弘， l桑原浩一， l岡部修一，2

谷山茂人旦橘 勝康， 3 村田昌— 3

(2016年 1月 19日受付， 2016年 5月 18日受理， 2016年8月30日J-STAGE早期公開）

1長崎県総合水産試験場， 2大和製衡株式会社， 3長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科

Nondestructive determination of fat content in yellowtail and horse mackerel by impedance analysis 

KUMIKO KUB0,1,3* YOSHIHIRO MATSUMOT0,1 KOICHI KUWAHARA,1 SYUUICHI OKABE,2 

SHIGETO TANIYAMA,3 KATSUYASU TACHIBANA3 AND MASAKAZU MURATA3 

囁 gasakiPrefectural Institute of Fisheries, Taira, Nagasaki 851-2213, 2Yamato Scale CO., LTD., Akashi, 

Hyogo 673-8688, 3Graduate School of Sciences & Environmental Studies, Nagasaki University, Bunkyo, 

Nagasaki 852-8521, Japan 

We aimed to develop equipment to estimate the fat content of raw yellowtail and horse mackerel by nondes-

tructive measurement using impedance (electrical resistance). The frequencies used were 5, 20, 50, and 100 kHz. 

Impedance varied with storage time after killing of the fish sample in all measurements using any of these four fre-

quencies, but the impedance measured at 100 kHz showed a higher correlation with the fat content. Impedance 

varied with the change in fish body temperature. The accuracy of estimating fat content was improved by chang-

ing the electrode width to match the fish size. Therefore, we consider that to have better estimation of the fat con-

tent, to unify the fish body temperature and storage time and to use an appropriate electrode width corresponding 

to the fish size on the measurement of the impedance is effective. 

キーワード：インピーダンス，湿度，脂肪量，鮮度，非破壊測定

近年，我が国では漁獲量が減少する中，漁業関係者は

収益を上げるために鮮度保持1,2)やトレーサビリティー

のシステムにより品質情報を消費者に提供する3)など，

付加価値を向上させるための様々な取り組みを進めてい

る。果物では品質の指標として糖度を取り入れ，消費者

は糖度を確認して商品を購入でき，差別化が図られてい

る。魚の品質では脂の乗り，鮮度，美味しさ，歯ごたえ

など多くの要素が考えられるが， 1,4,5)これらを測定する

には専門的な知識と分析機器が必要であり，脂肪量， K

値，旨味成分量，破断応力などの客観的な数値は流通現

場では測定できない。消費者は生鮮食料品の購入にあた

って最も重視するポイントは「鮮度」であり，次に「産

地」や「味」，精肉を除く野菜，果物，鮮魚では「季節

（旬）」が挙げられ，生鮮食料品の購入時に役立った経験

では，「産地・生産者名が記載されている」ことに次い

で，「味のよさが数値で記されている」ことが挙げられ

ている。6)ブリでは天然物は旬を除くと脂肪量が少ない

ため，最近では脂肪量の多い養殖物を好む傾向が報告さ

れている。7)このため，漁業関係者からは鮮魚のブラン

ド化を図るため，鮮度を保持する技術や現場で簡単にか

つ非破壊で脂肪量などの品質を測定できる機器の開発が

求められている。

非破壊での脂肪量測定に関しては，アカムッ，カッ

ォ，ビンナガ，マアジについて近赤外分光法を用いた報

告がある。5,8-10)また，旧イギリス農水産食糧省トリー研

究所がマイクロ波を測定原理としたディステルフィッシ

ュファットメーターを開発し， 日本でも販売している

が，小規模な漁業関係者が使用するには価格が高く，あ

まり普及していないようである。

我々は比較的安価で購入でき，現場で簡単にかつ非破

壊で魚類の脂肪量を測定できる機器開発を最終目標と

し，ヒト用体脂肪計で用いられている生体電気イソビー

c2016公益社団法人日本水産学会/TheJapanese Society of Fisheries Science 
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ダンス法の応用の可能性を検討した。生体に微弱な交流

電流を流すと，電流は水分が少ない脂肪組織にはほとん

ど流れず，水分が多い除脂肪組織を主に通過する。11,12)

電流は脂肪組織が多いと流れ難く，この電気抵抗値（イ

ンピーダンス）を元に脂肪量が推定される。さらにヒト

用体脂肪計は身長，体重，年齢，性別などから人の体積

を算出し，インピーダンスに体積を加味して脂肪量を求

めている。11-13)一方，魚類ではインピーダンスは鮮度計

として利用が検討されてきた。14-19)周波数の異なる交流

電流を用いて生細胞のインピーダンスを測定すると，高

周波と比較して低周波のインピーダンスは高い値を示

す。細胞はその内外を隔てる細胞膜で覆われており，細

胞膜はリン脂質の二重膜で構成されているため電気的に

は絶縁体であるが，水やイオン，その他の物質が通過す

るチャンネル (proteinchannel)が貫いている。そのた

め，時間当たりの周期数を短くする（周波数を上げてい

く）と，このチャンネルが電気経路となり細胞内を通過

する。このことから，細胞膜は電気的にはコンデンサと

して働くと考えられており，時間当たりの周期が長い低

周波数では細胞膜に蓄積された電荷は消失され，細胞内

には電気が流れず，細胞外の通電性のみが反映される

が，逆に時間当たりの周期が短い高周波数では細胞膜に

蓄積された電荷がチャンネルを通じて細胞内部に放出さ

れるため，細胞内の通電性もが反映される。11)低周波の

インピーダンスは死後の時間経過に伴い徐々に小さくな

ることが報告されており，この低周波インピーダンスの

変動が鮮度の指標になるとされている。14-17)また，凍結

によって生体膜が損傷を受けると細胞の誘電特性が著し

く変化するため，冷凍履歴の判定についても報告があ

る。18,19)

このようなインピーダンスの特性を考慮し，鮮魚の脂

肪量測定の可能性を検討することを目的として「鮮度」，

「温度」，「電極（魚体）サイズ」がインピーダンスに及

ぼす影響を明らかにした。

材料と方法

試料魚および実験方法 長崎県五島灘および橘湾で養

殖されたブリ Seriolaquinqueradiataを用いた (Table

1)。ブリは即殺（延髄刺殺）・脱血後，魚体中心部が十

分に冷えるまで海水氷中で 4時間冷却した後，氷蔵で

保管し，以下の実験に供した。

実験 1(Test 1) : 平成 24年 5月に水揚げされた 6尾

を用いて，水揚げ後の経過時間と魚体温 (0,10, 20℃) 

がインピーダンスに及ぽす影響を確認した。魚体温を変

化させる実験は，水揚げ後の経過時間がインピーダンス

に及ぼす影響を確認した後 (144時間以降）に行った。

魚体湿の調整には恒湿水槽を用いた。すなわち，氷蔵し

ていた魚体を 10℃に調整した水槽に入れ魚体湿を変化

Table 1 Analytical data of sample sets 

Test Fish n 
Fork (cmlen) gth W(ekigg) ht 

(mean士S.D.) (mean士S.D.)

Test 1 yellowtail 6 51.5土1.7 2.5土0.3

Test 2 yellowtail 21 58.2土6.8 3.3土1.0

Test 3 yellowtail 18 52.6士3.3 2.2士0.4(4 h) 

Test 3 yellowtail 18 70.8士3.1 5.6士0.8(24 h) 

Test 3 yellowtail 43 66.7土6.7 3.9土0.2(48 h) 

Test 3 yellowtail 28 64.8土8.8 4.4土0.2(72 h) 

Test 4 horse mackerel 48 21.6士1.8 0.14士0.03

n, number of samples used 
S.D., standard deviation 

させ，さらに，水湿を 20℃に昇湿し，その後，再び 10

℃に冷却し，最後は発泡スチロール箱の中で氷蔵状態

に戻し，それぞれ目的の温度に達したときのインピーダ

ンスを測定した。なお，魚体中心温度はインピーダンス

の測定に影響を及ぼさないように右側尾柄部に切れ目を

入れ，魚体中心部に向け温度センサを挿し込みデーター

ロガー（テイアンドデイ製TR-71Ui)により確認した。

また，所定湿度に達するまでの時間を記録した。

実験2(Test 2) : 乎成 24年 5月から 7月に水揚げさ

れた 21尾を用いて，インピーダンスと脂肪量との関係

を経時的に (4,24, 48, 72時間）調べ，インピーダンス

から重回帰分析により脂肪量推定のための検量式を作成

した。

実験 3 (Test 3) : 平成23年 12月から平成 24年 11

月に水揚げされた 18-43尾について，実験2で求めた

検量式から経過時間別に本検量線が他検体を推定するの

に適しているか調べるために脂肪量を求めた。

実験 4 (Test 4) : 魚体サイズと電極幅との関係につ

いて検討するために，ブリより小型であるマアジ

Trachurus japonicusを用いた。マアジは平成25年 7月

から 12月に長崎県沿岸で夜間に一本釣りで漁獲された

48尾（各月 8尾）を用いた。マアジは魚市場へ水揚げ

後，実験室に氷蔵で搬入し，水揚げから 30時間後にイ

ンピーダンスおよび魚体温を測定した。インピーダンス

の測定は後述の異なる形状の 2種類の電極を用いた。

測定したインピーダンスあるいはインピーダンスと体格

（体重，尾叉長）から，ブリ同様，重回帰分析により検

量式を作成し，脂肪量を求めた。

インピーダンス測定器 インピーダンスの測定は大和

製衡株式会社が試作したインピーダンス測定器（以下測

定器と称す）を用いた (Fig.1)。一般的に電極の間隔

および検体と接触する面積が小さい程，分極（電極電位
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Fig. 1 Block diagram of impedance analyzer. (a) 3-cm-width electrodes; (b) 1-cm-width electrodes; (I) current electrode; (V) 
voltage electrode. 

が静止電位からずれる現象）が発生し，脂肪量に関係な

くインピーダンスは高めの値を示す。12,14)このため，測

定器はインピーダンスが電極構造に左右されないよう電

流極と電圧極をそれぞれ独立させた左右四極電極法12,14)

を用い，外側の電流極から 500μA以下の交流電流（定

電流）を流し，内側の電圧極で電圧を検出し，インピー

ダンスを測定した。電圧検出回路は演算部 (CPU) よ

り矩形波信号が出力され，正弦波形生成回路にて矩形波

信号を正弦波信号に変換し，それぞれの測定周波数を生

成する。同時に， CPUより電流値信号が出力され，定

電流回路にてそれぞれの測定周波数で一定の交流電流を

印加し，電圧を検出する構成とした。電流印加の時に表

皮（鱗）の影響で通電性が悪化し，検出された電圧が所

定の範囲を超えてしまう飽和状態に陥った場合はi サチ

ュレーション検出回路がこれを検知し， CPUが段階的

に電流値を低減させる信号を出力した。検出した電圧は

増幅回路にて増幅させ，整流回路及び平滑回路により直

流化し， AD変換回路にてデジタル信号に変換， CPU

にてインピーダンスを演算した。測定周波数は 5,20, 

50, 100 kHzとし，本測定器は一台でこれらの周波数に

おけるインピーダンスが測定できる多周波数測定方式を

採用した。20)高周波回路はノイズ対策を含む工学技術や

安全性の配慮から生産コストが高くなることなどがあ

り，周波数の上限は 100kHzとした。その他の周波数

には，ヒト用体脂肪計でよく用いられている周波数とし

て50kHz, 12l細胞外を見る低周波数に 5kHz, 中間周

波数として 20kHzを用いた。

電極はステンレス (SUS304)製を用いた。魚体との

接触面は直径 3mm以上あれば分極の影響を受けないこ

とを確認したため，接触面の直径は 7mmとし，丸みを

設けて多面で当たる形状とした。電極の間隔は電圧極と

電流極の間が 1cm, 電圧極同士の間は 3cm (3 cm幅電

極 Fig. la) とした。また，左右四極電極法における

深部測定範囲は電圧極間の距離に比例する傾向があり，

電圧極間の距離を検討する場合は，電圧極間を 1cm (1 

cm幅電極 Fig. lb) にした電極も用いた。

インピーダンスの測定方法 ブリおよびマアジは測定

の時以外，体表面の乾燥を防ぐためにパーチを掛け，発

泡スチロール箱の中で氷蔵保管した。インピーダンスの

測定は試験目的に合わせた時間帯毎に， 5℃に設定した

低温実験室で 3cmあるいは 1cm幅電極を用いて行っ

た。インピーダンスを測定した部位は魚体左側の背側中

心部，すなわち魚体中央で最も太い部分である第一背鰭

と第二背鰭の下とし， 5回測定したインピーダンスから

最大最小値を除いて平均値を算出した (Fig.2)。イン

ピーダンスの測定は魚体に電極痕が残らないように軽く

押し当てた。接触が不十分の場合は電流が流れず，接触

不良を示すエラーが表示され測定が開始されない。ま

た，インピーダンスの測定に併せて，胸鰭基部に芯湿計

（佐藤計塁器製作所製 SK-250WP) を挿し込み，魚体湿

を測定した。

脂肪量の測定 ブリはインピーダンスを測定した部位

（背側ロインの魚体中央部， Fig.2a) 100 g程度を切り

出し，皮を剥いだ魚肉をフードカッターで破砕後，

30℃で保管した。測定する際には解凍し，無水硫酸ナ

トリウムにより脱水，ジエチルエーテルを溶媒とするソ

ックスレー法で抽出し，重量法で脂肪量を測定した。マ

アジは皮を剥がずに左側半身フィレー (Fig.2b) をブ
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(a) 600 

(b) 

Fig. 2 Th e samplmg portions for measuring the fat con-
tent and impedance. (a) yellowtail; (b) horse 
mackerel. Open circles, impedance measuring 
point; gray, fat content measuring part. 

リと同様に処理し，脂肪量を測定した。

多周波インピーダンスから脂肪量の測定 4種類の周

波数で測定したイソビーダンスまたはインピーダンスに

体格（体重，尾叉長）を加えたデータと脂肪量の化学分

析値をもとにして，統計ソフト （日本アイ・ビー・エム

製， IBMSPSS Statistics 19) によりステップワイズ法

を用いた重回帰分析により検量式を作成し，脂肪量を算

出した。21)

結 果

水揚げ後の経過時間によるインピーダンスヘの影響

（実験 1) ブリの水揚げからの経過時間における 4種

類の周波数で測定したインピーダンス変化を Fig.3に

示した。各周波数のインピーダンスは水揚げから 24時

間後に最も高い値を示し， 24から 72時間後までの 2日

間では 100kHzで49Q, 50 kHzで550, 20 kHzで83

Q, 5 kHzで 1440低下した。高周波と比較し，低周波

のイソピーダンスは大きく変化した。また， 72から

168時間までのインピーダンスは 100kHzではほぽー

定であったが，他の周波数では 50kHzで 19Q, 20 kHz 

で450, 5 kHzで 1040低下した。この時の低下速度は

50kHzで0.20Q/h, 20 kHzで0.470/h, 5kHzで 1.08

O/hとほぽ一定であった。

魚体温がインピーダンスに及ぼす影響（実験 1) 1 

時問あたりのイソピーダンスの変動が一定である 144

時間後から魚体湿を変化させインピーダンスを測定した

結果を Table2に示した。 100kHz以外の周波数のイン

ピーダンスは時間の経過とともに徐々に低下するため，

72時間以降のインピーダンスの低下速度，すなわち，

50kHzは0.20, 20 kHzは0.47, 5 kHzは 1.08を実験

に要した時間に乗じ，測定したイソピーダンスに加え補
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cm-width electrodes. Vertical bars represent the 
standard deviation of the mean (n = 6). 

Table 2 Effect of temperature on impedance 

Fish braotduy r Impedance (Q) (mean士S.D.)
temp（ e e 

℃) 5 kHz 20kHz 50kHz 100 kHz 

゜
217土30 164士19 118土13 88士10

10 (heating) 186土24 130士16 96土11 72土8

20 (heating) 156士19 105士13 79士8 60士6

10 (cooling) 184士26 134士16 96土10 68土8

0 (cooling) 211士26 160士18 118土13 89土10

S.D., standard deviation 

正した。すべての周波数で魚体温を上げるとイソビーダ

ンスは低下し，再び魚体湿を下げると，元と同じイソ

ピーダンスを示すことが確認された。プリでは魚体温が

1℃上昇するごとにインピーダ‘ノスは， 100kHzで 1.45
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Q, 50kHzで 1.980, 20 kHzで2.760,

Q低下した。

インピーダンスを用いたブリの脂肪量測定（実験 2お

よび 3) 実験 1により，魚体温の変動はインピーダン

スに影響を及ぽしたことから，インピーダンスにより脂

肪量を測定する際の魚体温を一定とするために氷蔵下と

した。しかしながら，正確には温度の幅が 0.3-3.9℃

（平均2.0士1.1℃)あったことから，インピーダ‘ノス測

定時の魚体温に 100kHzは1.45, 50 kHzは1.98, 20 

kHzは2.76,5kHzは3.85を乗じた値を測定したイン

ピーダンスに加え，魚体温の影響を補正した。また，水

揚げからの経過時間はインピーダンスに影響するため，

5kHzで3.85 水揚げから 4,24, 48, 72時間後と定めて測定した。 4種

類の周波数のインピーダンスと脂肪量との相関を Fig.4 

に示した。すべての時間帯で，相関係数 (r)が最も高

かった周波数は lOOkHzであり，逆に相関係数が低か

った周波数は 5kHzであった。特に，水揚げ 4時間後

における 5kHzの相関係数 (r)は0.51と低かった。 4

種類の周波数のインピーダンスと脂肪量との回帰直線の

傾きは， 4時間後では 5.72-6.43であったが， 24時間後

は10.17-18.20となり， 48時間では 9.73-14.61,72時

間後では 8.60-14.02となった。いずれの周波数におい

ても 24時間後に傾きは大きくなり，その後は小さくな

った。脂肪量の多い個体ほど時問経過によりインピーダ
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lation coefficient. 
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Table 3 Results of calibration for determining fat at each measurement time 

Time Calibration equation*1 r *2 SEC*3 SEP*4 Bias*5 

4h y= 0.169 x (100 kHz) -0.032 x (5 kHz) -2.291 0.94 1.9 1.7 1.5 

24h y = 0.117 x (100 kHz) -0.020 x (5 kHz) -1.838 0.96 1.6 1.4 -0.8 

48h y = 0.127 x (100 kHz) -0.026 x (5 kHz) -0.050 0.93 2.2 2.2 -1.0 

72h y = 0.203 x (100 kHz) -0.080 x (20 kHz) + 1.142 0.94 1.9 1.9 -1.1 

*1 100 kHz: Impedance at 100 kHz; 5 kHz: Impedance at 5 kHz; 20 kHz: Impedance at 20 kHz 
*2 r: Multiple correlation coefficient 
*3 SEC: Standard error of calibration 
*4 SEP: Bias-corrected standard error of the prediction 
*5 Bias: Mean difference between actual value and impedance predicted value 
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Fig. 5 Relationship between actual values of the crude fat content and estimated impedance values of yellowtail. Open circles: 

calibration set; black circles: prediction set. r, Multiple correlation coefficient. Solid lines show Y = X. 

ンスが大きく変動した。

重回帰分析により時間別に脂肪量を推定するために作

成した検量式を Table3に，推定した脂肪量を Fig.5 

(0) に示した。水揚げ 4,24, 48時間後では，脂肪量と

相関性が高くなる因子として選択された周波数は 100

kHzと5kHzであった。一方， 72時間では lOOkHzと

20kHzであった。重回帰分析を用いてヒト用体脂肪計

で行われているように体格に関するデータ（体重，尾叉

長）を加えて分析したが，ステップワイズ法では除外さ

れたため，脂肪量推定に影響を与える因子とはならなか

った。次に実験 3では，実験 2で作成した検量式が別

の検体を推定できるのかの適性を調べるために，平成

23年 12月から平成 24年 11月の間に水揚げされたブ

リ18-43尾について脂肪量を推定した。推定した脂肪

量および相関性を Fig.5 (●）および Table3に示した。

検量式より求めた脂肪量と化学分析値の重相関係数 (r)

は48時間では 0.78となったものの，その他の時間帯で

は0.92以上となった。

インピーダンスを用いたマアジの脂肪量測定（実験4)

電極幅が異なる二つの測定器を用いて測定したマアジに

ついて，ブリで最も脂肪量とインピーダンスとの相関が

高かった 100kHzのインピーダンスと脂肪量との相関

をFig.6に示し，重回帰分析により作成した検量式を

Table 4, 推定値と化学分析値との相関を Fig.7に示し
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た。 3cm幅電極を用いた場合 (Fig.6, 0), 化学分析

値と lOOkHzのインピーダンスとの相関係数 (r) は

0.48であったが， 1cm幅電極 (Fig.6, ●）では 0.70

となり，相関が高くなった。 3cm幅電極を用いた 4種

類の周波数のインピーダンスからの重回帰分析では，

lOOkHz以外の周波数は脂肪量を推定するための因子と

はならず，体格に関するデータ（体重，尾叉長）を追加

した重回帰分析では，体重および尾叉長のデータが脂肪

量推定のための因子として加わり，重相関係数 (r)は

0.81となった。 1cm幅電極を用いた重回帰分析では，

プリ同様に lOOkHzと5kHzの周波数が因子となり，

インピーダンスデータのみで重相関係数 (r) は0.79と

なり，体格に関する因子は必要とされなかった。マアジ

のような小型魚の脂肪量を測定するためには，魚体サイ

ズに応じた狭い電極幅の測定器が必要であった。

考察

本研究では，比較的安価で購入でき，現場で簡単にか

つ非破壊で魚類の脂肪量を測定する機器開発のために，

脂肪量推定に影響を及ぼすインピーダンスの特性を明ら

かにすることを目的とした。これまで魚類の脂肪量測定

にインピーダンスを用いた報告がされていない理由は，

ヒトでは問題にされない「体湿」と「死後変化（鮮度）」

゜
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Fig. 6 Relationship between actual values of the crude 
fat content of horse mackerel and impedance at 
100 kHz. Open circles, 3-cm-width electrodes; 
black circles, I-cm-width electrodes. 

が影響していると考えた。ヒトの体湿は 36℃程度とほ

ぽ一定であるが，魚類の体温は生息環境の温度から水揚

げ後の氷蔵まで大きな温度差がある。そこで「体湿」に

ついての影響を調べるため，実験 1では，氷蔵状態か

ら魚体温を 20℃まで上げ，その後，再び氷蔵まで冷却

したところ， 4種類の周波数のインピーダンスは魚体温

が上昇すると低下し，魚体が冷却されると元のインピー

ダンスになる温度依存性が確認された。すなわち，イン

ピーダンスは魚体湿が 1℃異なると lOOkHzで1.45Q, 

50kHzで1.98Q, 20 kHzで2.76Q, 5kHzで3.85Q変

動した (Table3)。仮に脂肪量が 10%のブリでは，

Fig. 4の4時間後， 0℃の場合， lOOkHzおよび 5kHz

のインピーダンスは 152Q, 414Qとなるが， 10℃では

138Q, 376Qとなる。この場合， 100kHzのインピーダ

ンスの単回帰では脂肪量は 7.7%と推定されるが， Ta-

15 

＾ ふヽ゚
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Relationship between actual fat volume (crude fat 
content) of horse mackerel and that predicted 
from measured impedance values by means of 
multiple regression analysis. Open circles, predict-
ed fat content using impedance measured with 3-
cm-width electrodes; plus, calibrated fat content 
predicted based upon impedance data measured 
with 3-cm-width electrodes and physique data 
(weight and fork length); black circles, predicted 
fat content using impedance data measured with 
1-cm-width electrodes. 

Table 4 Results of calibration for determining fat at each measurement time 

Width Body data Calibration equation*1 r *2 SEC*3 

3cm none y = 0.079 x (100 kHz) -7. 793 0.48 2.8 

3cm available y= 0.054 x (100 kHz) -0.117 x (weight) -1.953 x (fork length)+ 21.698 0.81 1.9 

1cm none y=0.232 x (100 kHz) -0.045 x (5 kHz) -8.247 0.79 2.0 

*1 100 kHz: Impedance at 100 kHz; 5 kHz: Impedance at 5 kHz 
*2 r: Multiple correlation coefficient 
*3 SEC: Standard error of calibration 
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ble 3の検量式から脂肪量を求めると 8.9%となる。本

研究の氷蔵条件では魚体温は 0.3-3.9℃であったため，

魚体温の補正をしなかった場合でも本検旦式を用いて脂

肪量を測定する場合，ブリの体幹部の脂肪量が 0.5-

30.9%22)と幅広いことを考慮すると，魚体湿による推定

脂肪量の誤差は小さく，品質を評価する上で大きな問題

ではないと考える。魚体湿にかかわらずイソピーダンス

から脂肪量を推定する，あるいは，高精度に脂肪量を測

定するためには魚体温の影響を補正する必要があるが，

多周波インピーダンスを用いて簡易に脂肪量を測定する

場合，特に Table3の検量式のように第一因子が正の値

に対し，第二因子が負の関係にある場合は，魚体温の影

響が小さくなる効果が認められたため，氷蔵し，魚体温

を極カ一定にすればよいと考える。

「死後変化」については，これまで杉山14-15)や加藤

ら16-17)がインピーダンスの特性を明らかにし，イン

ピーダンスを魚類の鮮度判定に用いる可能性を報告して

いる。特に，加藤らは生化学的な成分指標である K値

とは全く別の特性を持った電気的鮮度指標であると報告

している。17)実際に， Distell社がインピーダンスの特性

を応用した鮮度計をトリーメーター15)として発売して

いる。本研究でも，実験 1にて「死後変化」の影響を

確認したところ，インピーダンスはこれまでに報告があ

ったように変動することを認めた (Fig.3)。試験に用

いた 6尾すべてが同じように変動したため，経過時間

が同じであれば，イソピーダンスを用いて脂肪旦測定が

可能になると考えた。なお，この 6尾の脂肪量は 5.6士

0.8%とほぼ同じ値であった。実験3では，脂肪量の異

なるブリ 21尾を用いて，時間経過別に脂肪量と 4種類

の周波数のインピーダンスとの相関を示した (Fig.4)。

4時間後の 5kHzを除き，相関係数 (r)は0.78以上と

高い値を示し，脂肪量推定の可能性が示された。特に

lOOkHzのインピーダンスと脂肪量との相関は高く，測

定したすべての時間において相関係数 (r)は0.91以上

であった。また，回帰直線の傾きは経過時間で異なり，

24時間後の傾きは他の時間に比較して高いことが示さ

れた。これは硬直の影響によるものと推察している。田

中ら12)は生体電気イソピーダンスを用いてヒトの水分

量や体脂肪量を求める有用性と利用限界について述べて

いる。この中で，姿勢や体位の変化により誤差が生じる

とし，「手一手」の測定では，腕を曲げるかどうか，筋

肉を収縮させるかどうかで結果が異なると述べている。

筆者らは致死条件（神経締めと苦悶死など）を変えると

硬直の開始時間が変わり，インピーダンスが上昇する時

間が変わることを確認している（未発表）。そのため，

時間とともに致死条件（硬直状態）も脂肪量測定に影響

を与えると推察する。本実験では，養殖プリと一本釣り

のマアジを用いて剌殺は延髄刺殺としたため条件を揃え

ることができたが，刺殺条件が異なる場合は硬直状態を

考慮して時間経過を検討しなければならないと考える。

水揚げ後の経過時間もインピーダンスに影響を与えた

ことから，実験3では，時間別に脂肪量推定の検量式

を作成した。プリでは水揚げ4,24, 48時間後に 100

kHzと5kHzのインピーダンス， 72時間後では， 100

kHzと20kHzのインピーダンスが脂肪量推定の因子と

なった (Table2)。このように複数の周波数で測定し，

重回婦分析を行うことにより，より正確な脂肪量を推定

することが可能と考える。インピーダンスを用いたヒト

用体脂肪計が始めて市販された頃は骨格筋の周波数特性

に着目し，その周波数帯のほぽ中心周波数である 50

kHzの単周波が用いられたが，12)その後，多周波のイン

ピーダンスによる脂肪量推定の有効性が報告され，現在

では，多周波による研究が主流となり，家庭用体脂肪計

でも多周波のインピーダンスが用いられている。20)多周

波インピーダンスを用いる利点は，異なる周波数のイン

ピーダンスが細胞内外の状況を反映し，細胞内外の水分

量の違いを測定できるためとされている。ブリでは 100

kHzのインピーダンスと脂肪量との相関が高く (Fig.4), 

lOOkHzのインピーダンスが脂肪量推定の第一因子と考

える。低周波のインピーダンスは鮮度の指標14-19)にな

るとされていることから 4,24, 48時間後の脂肪量推定

では，鮮度に関する因子として 5kHzのインピーダン

スが選択され，時間的要素を補正する役割があったと考

える。加藤ら16-17)はlOkHz以上が鮮度の指標になると

しているが，この報告では二電極法が用いられており分

極の影響を考慮している。分極は四電極法を用いること

で改善されるため， 14)前述のトリーメーターでは四電極

法が採用され，周波数には 2kHzが用いられている。23)

このため，今回用いた 5kHzのインピーダンスは鮮度

の因子になると考える。 0℃保存のプリでは 2時間後か

ら硬直が始まり， 9時間後には完全硬直（硬直指数 100

％）に達し， 48時間後には硬直が解け始め（硬直指数

94%), 72時間後には硬直指数は 70%以下になったと

報告がされている。24)硬直の影響が少なくなる 72時間

後で 5kHzのインピーダソスが因子から外れたことか

ら， 5kHzのインピーダンスは脂肪量推定における鮮

度，特に硬直の影響を考慮するものであったと推察す

る。脂肪量推定の第一因子となる高周波域（例えば 100

kHz以上）の検討や脂肪量推定に影響を及ぼす時間的

要素について低周波域を用いてどのように補正するか，

さらに異なる周波数の組み合わせや多周波インピーダン

スの比や差など，高精度かつ汎用性のある機器にするた

めにはさらなる検討・解析が必要と考える。

本研究では，分極の影響を除くため四電極法で電圧極

の間を 3cmに設定し，魚体中央部の背側の局所的なイ

ンピーダンスを測定した。 4種類の周波数のインピーダ
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ンスおよび体格（体重，尾叉長）に関するデータを重回

帰分析した結果，ブリでは体格に関するデータは脂肪量

推定の因子として不要であった。プリでは 3cm幅電極

が脂肪量を測定するのに適した幅の電極であったと考え

る。本条件にてブリの脂肪量推定の重相関係数 (r)は

0.78-0.95の値が得られた (Fig.5)。これは近赤外分光

法で報告のあったビンナガ (r=0.79-0.93)8)やカツォ

(r= 0.87 -0.91) 9)と同程度であった。今回，プリの背側

中央部の脂肪量を求めたが，ブリの背と腹部の脂肪量に

は非常に高い相関 (r=0.97, n=35, 詳細データ省略）

が確認されたので，ブリの背を測定することでプリの腹

部を推定，さらにはブリ全体の脂の乗りを評価すること

も可能と考えている。

マアジでは 3cm幅電極を用いると， 4種類の周波数

のインピーダンスからステップワイズ法を用いた重回帰

分析では， 100kHzのインピーダンスのみが因子となり

相関係数 (r) は 0.48と低く，体格＇（体重，尾叉長）に

関するデータを含めて重回帰分析すると 100kHzのイ

ソピーダンスに体重と尾叉長が因子として加わり，重相

関係数 (r) は 0.81と高くなった。電流の流れる断面積

に電気抵抗は反比例するため， 11-13)マアジの魚体の厚み

（断面積）がインピーダンスに影響を与えたためと推測

した。すなわち，魚体（断面積）が小さく電流が流れに

くいことを脂肪量の多さあるいはその逆と推定してしま

ったためと考える。電流は最短距離をとるように流れる

ため，インピーダンスを測定する電圧極はその極間の幅

と同じ程度の深さまでを測定していると考えられた。そ

こで，マアジでは 1cm幅電極でも併せて測定し，重回

帰分析したところ，体格に関するデータを必要とせず，

プリと同じ lOOkHzと5kHzのインピーダンスが脂肪

量推定の因子として選択され，重相関係数 (r)0.79が

得られた。この結果は 3cm幅電極で測定したインピー

ダンスに，体格に関する情報を追加した時の重相関係数

と同等の値であった。体格に関する情報を必要とせず，

インピーダンスから脂肪量を測定できることは，現場で

簡単に脂肪量を測定するために大きな意味を持つと考え

る。筆者らは養殖クロマグロのインピーダンスによる脂

肪量推定について検討し， 10-58kgの魚体重において

も3cm幅電極による可能性を示している。4)このた

め，今後，他の魚種を検討する際には，体表から魚体中

心部まで 3cm程度あるいは 3cm以上の魚では電圧極

間は 3cmでよいが，マアジのように体表から魚体中心

部までが 3cm未満の小型魚では魚体サイズに応じて電

極幅を検討する必要がある。なお，魚体サイズ別に検量

式を作成するなどの検討を加えることで，脂肪量の推定

精度を向上できると考えている。

本研究により，鮮魚におけるブリおよびマアジではイ

ンピーダンスを用いて脂肪量を推定するための条件が明

らかとなった。インピーダンス測定器は小型かつ軽量で

あり，安価に製造できることから，水産現場で使用可能

な測定機器として幅広く展開できると考える。魚種毎に

時間に対応した検量式を作成することにより様々な場面

で簡単かつ非破壊で脂肪量の測定が可能である。
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インピーダンスを用いたブリおよびマアジの脂肪量の非破壊測

定

久保久美子（長崎水試，長大院水環），

松本欣弘，桑原浩一（長崎水試），

岡部修一（大和製衡諒），

谷山茂人，橘勝康，村田昌ー（長大院水環）

インピーダンス（電気抵抗）を用いて非破壊で鮮魚の脂肪量

を推定する機器開発を目指した。周波数には 5,20, 50, 100 

kHzを用いた。どの周波数でも死後の経過時間により電気抵

抗は変動したが， 100kHzの電気抵抗と脂肪量との相関が高か

った。温度変化により電気抵抗の変動を確認し，魚体サイズに

応じた電極幅にすることで精度の向上が図られたため，脂肪量

推定には魚体湿と取上げからの経過時間を統一し，魚体サイズ

に応じた電極幅にすることで脂肪量を推定できると考えられた。
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