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Measurement of fat content of cultured Pacific bluefin tuna Thunnus orientalis 

by near-infrared spectroscopy 
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Near-infrared spectroscopy (NIR) was used to measure the fat content of cultured Pacific bluefin tuna Thun-

nus orientalis. The back abdomen part of 32 tuna was individually scanned by a portable near-infrared spec-

trophotometer (NIRGUN), and the fat content of the flesh meat at the same part was chemically analyzed to 

derive the calibration equation. From 2008 to 2015, the fat content of more than 3000 fish was measured by NIR-

GUN. The data showed that the fat content of cultured tuna was not affected by fish age from three to six years 

old, but was strongly affected by water temperature. 
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太平洋クロマグロ Thunnusorientalis (以降，クロマ

グロと表記）は， 日本沿岸で漁獲されるマグロ類の中で

最も大型に成長し，脂のりが良いため，寿司店や割烹料

理店で最高級魚として取り扱われる。日本におけるクロ

マグロの畜養，養殖技術の開発は 1970年代から始ま

り，長い間困難とされてきた完全養殖も，近年では事業

として実施することが可能なまでに技術が確立されてい

る。1,2)マルハニチログループでは，大洋エーアンドエフ

諒が 1985年に高知県柏島において我が国初のマグロ事

業を開始した。3)その後， 1987年からは奄美大島にてク

ロマグロ種苗生産試験を実施しており， 1997年にいっ

たん試験を中断したものの， 2006年に試験を再開し，

2010年に民間企業として初めて完全養殖クロマグロの

生産に成功した。3,4)さらに 2015年 6月からはこの完全

養殖クロマグロが一般消費者に向けて出荷販売されてい

る (2015年 6月5日朝日新聞）。

一般消費者や料理人から見た養殖クロマグロの評価は

「脂のり」，すなわち，魚体可食部の脂質含量に左右され

るところが大きい。魚体可食部の脂質含量は，魚体重と

体長から計算される肥満度（肥満度＝体重／（体長）sx 

1Q3)で評価することが多く， 5,6,7)マグロ類では「しり

尾」の部分を切り落として魚肉の断面を露出させ， 目視

による色調や手触りから脂のりの良し悪しを判断するこ

とも行われる。8)しかし，肥満度と魚体可食部の脂質含

量の相関は必ずしも高くないことが，アカムッ Doeder-

leinia berycoides , 6lキハダNeothunnusmacropterus7lで

報告されている。また，しり尾の魚肉断面による判別

は，いわゆる職人技で習得するのに時間がかかる上，商
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品であるマグロ魚体に傷をつけることにもなるため，養

殖場にて出荷前のクロマグロに適用することは難しい。

そこで，迅速な非破壊測定が可能である近赤外分光分析

法によって養殖クロマグロの脂質含量を測定する方法を

開発することとした。近赤外分光分析法による魚肉中の

脂質含量の非破壊測定については，天然漁獲のマアジ

Trachurus japonicus , 9lビンナガ Thunnusalalunga10l 

等，数種類の魚種で報告されている。近赤外分光分析を

用いた脂質含量推定用検量線の開発において，マアジの

ような魚体の小さな魚種を対象とする場合，可食部の魚

肉全体を均ー化して化学分析によ って脂質含量を求め

る9)が，出荷時の魚体重が 20kg以上となる養殖クロマ

グロにおいて，可食部の魚肉全体を均一化して脂質含量

を測定することは非現実的であり，工夫が必要である。

また，メバチマグロ Thunnusobesus11lやクロマグロ12)

において， NIRGUNを用いて尾部分かれ身（しり尾断

面）の近赤外光スペクトルを測定し，脂質含量を推定で

きる可能性が報告されている。しかし，マグロ類を対象

として，しり尾を切り落とさずに魚体表面から直接近赤

外光スペクトルを測定し，さらに，作成した検量線を用

いて実際にデータ蓄積を行った報告例は見当たらない。

本研究では，近赤外分光分析法による養殖クロマグロ

の脂質含量の非破壊測定法を開発し，その方法を用いて

養殖クロマグロの脂質含量に及ぽす年齢や飼育水温など

の飼育環境の影響を明らかにすることを目的とした。

材料と方法

NIRGUNによ る脂質含量測定方法の開発 使 用機器

と測定条件 近赤外分光分析には，株式会社果実非破壊

品質研究所（現静岡シプヤ精機株式会社）製のハンディ

タイプ近赤外分光分析装置 (FQA-NIRGUN魚用，以

降 NIRGUNと表記）を用いた。近赤外光の照射積算時

間は 300msecとした。

1. 測定部位の検討 測定部位は，近赤外光の透過深度

と繰り返し測定の精度より透過深度が深く，かつ，測定

精度が高い部位を選定した。

1-1. 近赤外光の透過深度の測定 サンプルは有限会社

奄美養魚から 2008年 2月 16日に出荷された生鮮養殖

クロマグロ（魚体重 48.1kg, 尾叉長 132cm, 雌個体）

の背および腹ロインを用いた。背および腹ロインの表皮

の厚さが異なるそれぞれ 5箇所について (Fig.1), 近

赤外光透過深度を測定した。各箇所について表皮がつい

たままの魚肉を縦 5cmx横 5cmx厚さ 2.5cmまたは

2.0 cmの大きさに切り出した。 NIRGUN受光部を上向

きにした状態で NIRGUNを固定できるように市販の発

泡スチロール箱を加工して作製した固定装置を使い，暗

室にて， NIRGUNを固定した。上向きにした受光部に

表皮側を下にして魚肉を載せて近赤外光を照射した
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Fig. 1 The tuna sample for the NIR transmission test. 
The depth of NIR transmission was measured at 
points a-j. The sample size was BW 48.1 kg and FL 

132 cm. 

Fig. 2 Method of measuring the depth of NIR transm1s-
sion. The styrene foam was drilled in order to insert 
the sensor head of NIRGUN, so that the sensor could 
contact the tuna flesh meat stably. The reflector was a 
white polystyrene board. See also Fig. 3. 

Fig. 3 Case (a) NIR rays passing through the tuna flesh 
meat were scattered; case (b) NIR rays passing 
through the tuna flesh meat were reflected by the 
reflector. If the spectrum of (a) overlapped that of 
(b), it meant that NIR rays did not pass through the 
thickness of the tuna flesh meat On the other hand, if 
a difference in spectrum shapes was observed, it 
meant that NIR rays passed through the thickness. 
Fig. 2 shows case (b). 

(Fig. 2)。(a)魚肉を通過した光が拡散する状態と， (b)

魚肉を挟んで NIRGUN受光部の反対側にポリスチレン／

製の白色板を当て，魚肉を通過した光が白色板で反射す

る状態のそれぞれでスペクトルを採取した (Fig.3)。

スペクトル波形が一致すれば，白色板まで近赤外光が達

していない，すなわち，その魚肉の厚さまでは近赤外光

が透過しておらず，反対にスペクトル波形が一致しなけ

れば，近赤外光はその厚さまで透過しているものとし

た。魚肉の厚さ 2.5cmまたは 2.0cmから検討を始め，

近赤外光が透過していないと判断した場合，魚肉を 5
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mm薄く切り取り，近赤外光の透過を確認する作業を繰

り返した。 a,bの方法で測定した 2つのスペクトルの波

形が大きく異なっており，照射光が魚肉を完全に透過し

ていると判断した場合，その時点の魚肉の厚さと 5mm

切り取る前の厚さとの中間値をその箇所における「近赤

外光透過厚さ」とした。一方， 2つのスペクトル波形に

差異があるものの顕著ではない場合は，その時点の魚肉

の厚さをそのまま近赤外光透過厚さとした。厳密には，

スペクトル a,bにわずかでも差が生じた時点の厚さを

「近赤外光透過厚さ」とするべきであるが，実験作業上，

生鮮マグロ肉を 5mmより薄く切り取ることが困難であ

っため，このような方法とした。最後に，表皮と皮下組

織の厚さを測定し，近赤外透過厚さからこれらの厚さを

減じた値をその箇所における近赤外光透過深度とした。

1-2. 繰り返し測定精度の検討 サンプルは有限会社奄

美養魚から 2007年 8月24日に出荷された生鮮養殖ク

ロマグロ（魚体重 47.0kg, 尾叉長 127cm, 雌個体）の

背および腹ロインを用いた。測定値のバラつきを確認す

るため， NIRGUNに内蔵されているアジ脂質含量推定

用検量線を使い，同じ箇所で 3回繰り返して脂質含量

推定値の測定を行って，変動係数 CV (coefficient of 

variation) を算出した。

2. 肥満度および化学分析による脂質含量の測定 肥満

度は，肥満度＝体重 (kg)/[尾叉長 (cm)J3x 106の計算

式より求めた。化学分析による脂質含量測定用の魚肉

は，皮下肉の場合は包丁で均一化し，中トロ肉および赤

身肉はフードプロセッサー (MK-K56,National社製）

で均ー化し，ソックスレー抽出法13)によって脂質含量

を求めた。なお，皮下肉，中トロ肉，赤身肉は Fig.4 

5cm 

cavity 

Fig. 4 Three sampling portions for analysis of fat con-
tent. The circle on the skin shows the location of the 
measurement point by NIRGUN. "Flesh meat under 
the skin (a)" indicates the flesh meat whose thickness 
was 1 cm from the skin. After removing "Flesh meat 
under the skin", the remaining flesh was divided in 
half. The fatty half was "Chu-taro flesh meat (b)" and 
the other lean half was "Akami flesh meat (c) ". 

に図示した。表皮下 1cmまでの魚肉を「皮下肉」とし，

残りの肉塊のうち皮下肉に近い脂のりの良い半分を「中

トロ肉」，魚体の中心部に近く脂質が少ない半分を「赤

身肉」とした。

3. 検量線作成用サンプル クロマグロ脂質含量測定用

の検量線を作成するため，有限会社奄美養魚および有限

会社熊野養魚から一般市場に出荷された養殖クロマグロ

(GG, Gilled and Gutted)を検体に用いて，腹部後方部

の近赤外光透過スペクトルを測定するとともに，近赤外

光透過スペクトル測定部位の脂質含量を化学分析によっ

て求めた。脂質含量測定用の検量線作成には，魚体サイ

ズや脂のりが異なったサンプルを収集するため， 2008

年 1-2月と同年 6-7月にそれぞれ16尾，合計 32尾の

個体について近赤外光透過スペクトルの測定と化学分析

による脂質含量測定を行った。

4. 検量線作成方法 幅広い湿度帯のサンプルに適用で

きる温度補償型の検量線の開発に関する Kawanoら14)

の報告を参考にし，いくつかの湿度下で測定した近赤外

スペクトルを用いて検量線を作成することとした。

2007年 12月12日から 14日にかけて，有限会社奄美

養魚から出荷された養殖クロマグロの釣獲直後，砕氷に

よる魚体の冷やし込み後および養殖場から加工場に輸送

後の 3つの工程で NIRGUN測定部位（腹部後方部）の

魚体湿度を調べた。 NIRGUNの測定部位から上部 1.5

cmの箇所について，皮下 5mmの魚体温度を突き刺し

式湿度計(MODEL2455,横河電機製）により計測した。

釣獲直後の魚体湿度は 22.1-25.4℃ （平均 23.2℃,n= 

9), 砕氷による冷やし込み後の魚体湿度は 4.8-10.4℃

（平均 7.6℃,n=9), 加工場での魚体温度は 3.2-5.6℃

（平均 3.8℃,n=6)であった。商品価値を著しく下げる

魚肉のヤケの発生を抑えるために釣獲直後のマグロはた

だちに冷却する必要がある15)ことから，釣獲直後のタ

イミングで NIRGUNによる測定を行うことは難しく，

測定は砕氷による冷やし込み工程以降で実施するのが良

いと判断した。また，釣獲直後のクロマグロの皮下魚体

温度は 12月（奄美大島付近の 12月の平均水温は例年

約 22℃)でも 23.2℃ と高湿であり，砕氷による冷やし

込み後の魚体湿度は，季節によっては今回の最高値

10.4℃ よりも高くなることが予想されたため，近赤外

光透過スペクトルを測定する温度は 4,8および 15℃ と

した。測定部位を含む部位を皮付きのまま切り出し，乾

燥を防ぐためにポリエチレン製ビニール袋に入れた状態

で恒温器に保管し，魚肉の湿度を調整した。突き刺し式

温度計で測定部位付近の皮下 5mmの湿度を測定し， 目

的温度となった時点で近赤外光透過スペクトルを測定し

た。

5. データの解析方法測定した透過スペクトルは，

NIRGUN付属ソフトウェア Ca-Makerによって吸光度
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二次微分スペクトルに変換した。各波長 (2nmピッチ）

の値を説明変数，皮下肉の脂質含量の化学分析値を目的

変数として重回帰分析を行い，生鮮養殖クロマグロ脂質

含量推定用検量線の作成および評価を行った。重回帰分

析には，統計解析ソフト JUSE-Statworkers/v.4.0 (株

式会社日本科学技術研修所製）を用いた。

NIRGUNを用いた養殖クロマグロの脂質含量測定

2008年 11月から 2015年 6月まで各養殖場の出荷作業

にあわせて， NIRGUNにより透過スペクトルを測定

し，クロマグロ脂質含量推定用検量線を用いて脂質含量

を測定した。 NIRGUNの測定部位は腹部後方部とし，

測定回数は 1尾につき 1回とした。透過スペクトル

データに加えて，各養殖場で測定した魚体サイズ，年

級，性別もあわせて記録した。なお，年級は，生まれた

と推定される年を当歳 (0歳）とし，毎年4月に 1歳繰

り上げる数え方としたが，データを解析する際は出荷の

サイクルに合わせて 10月から翌年9月を同一群とし

た。また，水温は養殖場にて毎日測定したデータを使用

し，熊野養魚では水深 lmと15mの平均値，奄美養魚

では水深 5mの値からそれぞれの月平均値を算出した。

結 果

測定部位の検討養殖クロマグロにおける近赤外光透

過深度を調査した結果を Table1に示した。近赤外光透

過深度は，背部の前方の a点で最も浅く (5.7mm), 最

も深かったのは腹部中央付近の h点であった (15.9

mm)。透過深度が深く，かつ測定値のバラつきの指標

とした CV値が小さいのは f点であったが， f点はクロ

マグロの腹腔に当たることから，可食部である筋肉では

なく内蔵の情報を反映している可能性があると考えられ

た。そこで，透過深度の深さと CV値の小ささだけでな

く，測定部位としての適性（内臓に当たらない，部位を

特定しやすい）も考慮し，腹部後方i点を測定部位とす

ることとした。

脂質含量の相関調査測定部位の皮下 1cmまでの魚

肉の脂質含量（皮下肉の脂質含量）と中トロ肉，赤身肉

の脂質含量との相関を Fig.5に示した。化学分析によ

る皮下肉，中トロ肉および赤身肉平均脂質含量は，それ

ぞれ 41.1士9.6,26.5土 8.1,10.4土 5.6%(いずれも n=

32) であった。また，皮下肉の脂質含量と中トロ肉お

よび赤身肉の脂質含量との相関係数は，それぞれ r=

0.902 (n=32, p<0.01), r=0.769 (n=32, P<0.01)で

あり，皮下肉の脂質含量と中トロ肉，赤身肉の脂質含量

との間には強い相関が認められた。一方，肥満度と皮下

肉，中トロ肉および赤身肉の脂質含量との相関を Fig.6 

に示したが，中トロ肉 (r=0.411, n = 32, p < 0.05)や

赤身肉 (r=0.252, n = 32, p = 0.16) では，先の報告6,7)

と同様に，肥満度と魚体の脂質含量との間に高い相関は

認められなかった。

養殖クロマグロの皮下肉の脂質含量推定用検量線 近

赤外光透過スペクトルの測定と化学分析による皮下肉の

脂質含量測定を行った 32尾を，季節や魚体重，脂質含

量の分布が偏らないように検量線作成用の 22尾と検量

線評価用 10尾に分けた。測定した近赤外透過スペクト

ルは吸光度二次微分スペクトルに変換し (Fig.7), 検

量線作成用サンプルの二次微分スペクトルと脂質含量の

化学分析値をもとに重回帰分析より作成した検量線を検

量線評価用サンプルで評価した。検量線作成用サンプル

の魚体重および脂質含量の化学分析値は 34.9-68.7 kg, 

22.5-57.7%であり，検量線作成用サンプルでは魚体重
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Fig. 5 Correlation between fat content of flesh meat un-
der the skin and Chu-taro flesh meat (r= 0.902, p < 
0.01, n=32), and Akami flesh meat (r=0.769, p< 
0.01, n=32). Closed diamonds show Chu-taro flesh 
meat and open squares show Akami :flesh meat. 

Table 1 Results of NIR transmission test on the point of a-j of dorsal and abdominal loin. 

Dorsal Abdominal 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 

g
 

h
 

Thichness of tuna flesh meat (mm) 

Skin and subcutaneous tissue (mm) 

NIR transmission (mm) 

CV(%) 

7.5 

1.9 

5.7 

31.2 

12.5 

1.5 

11.0 

10.6 

17.5 

1.9 

15.6 

2.2 

15.0 

2.2 

12.8 

5.0 

15.0 

2.8 

12.3 

1.5 

20.0 

4.9 

15.1 

0.7 

20.0 

4.5 

15.6 

5.1 

20.0 

4.1 

15.9 

4.1 

17.5 

2.6 

14.9 

1.2 

17.5 

4.1 

13.4 

4.3 
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Fig. 8 Relationships between laboratory analyzed (ac-
tual) and NIR-predicted values for fat content of cul-
tured tuna from the calibration and validation sample 
set. 

Fig. 6 Correlation between condition factor and fat con-
tent of flesh meat under the skin (r= 0.666, p < 0.01, n 
= 32), Chu-toro flesh meat (r= 0.411, p < 0.05, n = 32) 
and Akami flesh meat (r=0.252, P=0.16, n=32). 
Open triangles show flesh meat under the skin, closed 
diamonds show Chu-toro flesh meat and open squares 
show Akami flesh meat. 
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Fig. 7 A second derivative spectrum of flesh meat under 
the skin of cultured bluefin tuna. 

34.9-65.7 kg, 脂質含量 29.4-56.3%であった。作成し

た検星線を評価した結果，重相関係数 R=0.904,SEP= 

4.98%, Bias=l.89, RPD=l.71となった (Fig.8)。

SEP値は検量線評価時の標準誤差（予測標準誤差），

Bias値は化学分析による測定値と NIRGUNによる測定

値との差の平均値， RPD値は検量線評価用試料の対象

成分値の標準偏差の SEP値に対する比率を表し， 16)ぃ
ずれも作成した検量線の精度を評価するための指標であ

る。RPD値は，大まかなスクリ ーニングに適するとさ

れる2.5-3.016)を下回り，また，その他の指標も，同じ

マグロ類であるビンナガでの報告 (R=0.93, SEP=3.0 

%, Bias= -0.5, RPD=2.2)10lと比較してやや精度が劣

る結果であった。

養殖ク ロマグロ脂質含量の季節変動と雌雄差 2008 

年 11月より ，出荷時の養殖クロマグロをサンプルとし

て皮下肉の脂質含量についてデータ採取を開始した。熊
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Fig. 9 Body weight frequency of cultured bluefin tuna. 
Closed bar shows the body weight of 3-4 year-old fish 
(n = 1348), open bar shows 4-5 year-old fish (n = 
1297) and shaded bar shows 5-6 year-old fish (n = 
1476). 

野養魚にて各月に測定したデータを年級ごとに分け，年

級群ごとの魚体重 (Fig.9) および脂質含最 (Fig.10) 

のヒス トグラムを示した。年級による魚体重の差は明ら

かであったが，脂質含量の差はわずかであった。また，

3-4歳魚については平均魚体重 (Fig.11)および NIR-

GUNによる皮下肉の平均脂質含量 (Fig.12)の月別推

移を示した。平均魚体重は著しく増加する時期があるわ

けではなく ，年間を通して緩やかに増加する傾向を示し

た。一方，皮下肉の平均脂質含量は， 10月に高い値を

示していたものの，晩秋 (11月）から冬 (2月）にか

けて徐々に増加し，早春 (3月）にピークとなり ，その
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Fig. 10 Fat content frequency of cultured bluefin tuna. 
Closed bar shows the body weight of 3-4 year-old fish 
(n = 1348), open bar shows 4-5 year-old fish (n = 
1297) and shaded bar shows 5-6 year-old fish (n = 
1476). 

後夏 (8月）にかけては急激に減少するといった季節

による周期性が認められた。 3月から 6月の 5-6歳魚の

データ (n= 1469, 雌 742尾，雄 727尾，雌比率 50.7

％）および 3-4歳魚のデータ (n= 560, 雌247尾，雄

313尾，雌比率 44.1%) を用いて皮下肉の脂質含是の

ヒストグラムを作成した (Figs.13, 14)。その結果， 5-

6歳魚群およぴ 3-4歳魚群ともに雌雄による皮下肉の脂

質含量の分布および乎均値に有意な差は認められなかっ

た (p>0.05)。

養殖クロマグロ脂質含量と飼育水温との相関 2008 

年 10月から 2011年 3月まで月別に平均飼育水温と皮

下肉の平均脂質含量を求め，その相関を Fig.15に示し

た。年間の飼育水温に差のある奄美養魚と熊野養魚， 2

地点の養殖場のデータに共通した飼育水湿と脂質含量と

の回帰式(y=-l.90x+80.74, r=0.809, n=34, P<0.01) 

が得られた。また，それぞれの養殖場データでも飼育水

湿と脂質含量との回帰式を算出し（奄美養魚： y= 

-2.26x+88.19, r=634, n=l6,p<O.Ol, 熊野養魚： y= 

-l.32x+70.47, r=0.780, n=l8, p<0.01), 2つの回帰

直線について傾きと切片の差の検定を行ったところ， 17)

どち らも有意な差は認められなかった (p>0.05)。
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 Fig. 11 Change of body weight with growth of cultured bluefin tuna (3-4 years old). 
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Fig. 13 Fat content frequency of cultured blue:fin tuna 
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Fig. 14 Fat content frequency of cultured blue:fin tuna 
(3-4 years old) sampled from March to June. Closed 
bar shows the frequency of female fish, open bar 
shows that of male fish. 

考 察

近赤外分光分析を用いた養殖クロマグロの非破壊脂質

含量測定のため，皮下肉の脂質含塁推定用検量線を開発

し，出荷マグロに対して皮下肉の脂質含量測定を行っ

た。はじめに，測定部位を決定するため，近赤外光の透

過深度と繰り返し測定精度について検討した。背部前方

では透過深度が浅く，繰り返し測定の精度も悪い傾向で
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Fig. 15 Correlation between water temperature and fat 
content measured by NIRGUN (y= -l.90x+80.74, r 
= 0.809, n = 34, P < 0.01). Open squares show the data 
from Amami Yogyo (y= -2.26x+88.19, r=0.634, n 
=16, P<0.01). Closed diamonds show the data from 
Kumano Yogyo (y= -l.32x+70.47, r=0.780, n=l8, 
P<0.01). 

30 

あったが，背部の表皮が黒色で鱗が何層にも重なってお

り硬く，近赤外光を吸収または散乱したためと考えられ

た。次に，測定部位とした腹部後方の皮下肉の脂質含量

と赤身肉，中トロ肉部位における脂質含量との相関を調

ベ，近赤外分光法により皮下肉の脂質含量が測定できれ

ば，近赤外光が透過していない魚体深部の中トロ肉や赤

身肉の脂質含量も間接的に評価できると考えた。蔦本

ら10)は脂のりが異なるビンナガの魚体における脂肪分

布を調べており，脂のりが異なっていても各個体の脂肪

分布傾向にはあまり差異がなかったと報告している。ま

た，筆者らは，クロマグロ尾部の脂質含量と背カミ肉の

脂質含量との問にも高い正の相関があることを確認して

おり (r=0.854, n = 30, p < 0.01, Data not shown), 魚体

のある部位において脂がのっている個体は，別の部位に

おいても脂のりが良いものと考えている。これらのこと

より，近赤外分光分析によって，測定部位とした腹部後

方における皮下肉の脂質含量が推定できれば，そのマグ

ロの魚体全体の脂のりが評価できると判断した。従来か

ら魚体の脂のりを推測する目安とされてきた肥満度は，

皮下肉，中トロ肉および赤身肉の脂質含量と一定の相関

関係にあるものの，相関係数はそれぞれ， r=0.666(n 

=32, P<0.01), 0.411 (n=32, p<0.05), 0.252 (n=32, 

p = 0.16) であり (Fig.6), 養殖クロマグロにおいて，

とくに，魚体中心部に位置する赤身肉の脂のりを肥満度

から推定するのは困難であることが示された。

本研究では養殖クロマグロの脂質含量を非破壊で測定

するために近赤外分光分析法を用いたが，これ以外の非

破壊による脂質含量測定方法として，マイクロ波やイン

ピーダンスを利用したものがある。12,18,19,20)近赤外分光

分析法では，魚体を構成する分子（水分，脂質など）が
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特定の波長を吸収することを利用して脂質含量値を推定

する21)のに対し，マイクロ波による方法では測定対象

物に照射したマイクロ波が対象物に含まれる水分に吸収

されることを利用して水分含星を推定し，22)水分含量と

脂質含量が逆相関することを利用して脂質含量値を算出

する。18)一方，インピーダンス法は測定対象物に電流を

流した際の電気抵抗値を測定することで脂質含贔値を求

める。19)久保ら12)は，いずれの測定方法でもクロマグ

ロの脂質含量が概ね把握できたことを報告しているが，

インピーダンス法による測定は魚体取りあげ後の血流変

化，体温変化等の影響を受けるため，取りあげ後，一定

の条件下で測定することが望ましいとされる。 12,19)ま

た，長谷川，小林20)は，インピーダンス法は測定計の

電極が接する皮下に脂質を蓄積しやすい魚種でより正確

な測定値が得られる傾向があると述べている。近赤外分

光分析法を含め，これら非破壊による脂質含量測定は，

それぞれ測定原理が異なるため，対象とする魚種や測定

の目的によって，適した方法を選択すべきだと考えられ

る。

近赤外分光分析法によりクロマグロの脂質含董を測定

するための検量線の作成に用いた養殖クロマグロ個体は

3-4歳魚であり，魚体重は 34.9-68.7kgであった。し

かし，実際に測定した出荷マグロの中には， 5歳以上，

魚体重 68.7kg以上の個体も含まれ，また，皮下肉脂質

含量が検量線作成に用いたサンプルにおける最大値

57.7%を上回る個体も多かった。本来であれば，その

ような個体に対して本検量線を適用するのは望ましくな

いが，今回の測定では，年級や魚体重に関わらず本検量

線を用いた。得られたデータを見る限り，検量線範囲外

の個体に対してもおおよそ測定はできているものと考え

られたが，今後，魚体の大きいサンプルのデータも含め

て再度解析を行い，検量線を補正する必要があるものと

考える。

年級の異なる 3群間で比較すると，魚体重は年級の

差が明らかであったのに対し，皮下肉の脂質含量では差

はわずかであった (Figs.9, 10)。これは，天然のクロ

マグロであれば，成長に伴って捕食能力が上がり，より

栄養価の高い大型魚介類を摂取することが可能となるた

め，年級に伴って脂質含量が増加すると推察されるが，

養殖クロマグロでは脂のりの向上を考慮した飼料を常に

飽食給餌されているため，年級間で脂質含量に顕著な差

が認められなかったのではないかと考えられた。

紀伊半島南端串本町付近で産卵期とされる 6-8月23)

に向けて雌雄で脂のりに変化が生じるかを明らかにする

ため，串本海域での性成熟年齢と考えられる満 5歳23)

を超えている 5-6歳魚群 (Fig.13) と満 5歳に達して

いない 3-4歳魚群 (Fig.14) を比較した。ともに，雌

雄による皮下肉の脂質含量の分布および平均値に有意な

差は認められず (p> 0.05), 少なくとも 6歳以下の魚

体においては，皮下肉脂質含量の性別による違いはほと

んどないと考えられた。一般に成熟した個体では生殖腺

の発達に伴い脂質が利用されるため，産卵期に筋肉の脂

質含量が減少するとされる。6,24,25)塚本ら25)は，ハタハ

タArctoscopusjaponicusの雌は卵巣の成熟を維持するた

め雄よりも多くの筋肉脂質を消費すると考察している。

また，宮下ら23)は養殖クロマグロの GSI(生殖腺成熟

度数）の周年変動を調査し， GSI分布は雌雄で特異的だ

ったと報告している。これらの報告より， とくに産卵期

前後における筋肉脂質含量には雌雄差が認められると思

われたが，今回の結果において雌雄差は認められなかっ

た。長距離を遊泳するクロマグロにとって筋肉脂質は持

続的に遊泳する際のエネルギー源としても重要であるた

め，26)生殖腺の発達や成熟の維持に消費される筋肉脂質

の割合が他魚種と比較して少なく，雌雄差が認められな

かったのかもしれない。また，常に飽食給餌下にある養

殖クロマグロにおいては，筋肉脂質含量の雌雄差が認め

られない可能性も考えられる。

皮下肉の脂質含量の変動は，年級に関わらず，晩秋か

ら冬にかけて徐々に増加し，その後，早春から夏にかけ

ては急激に減少するという季節による周期性が認められ

た (Fig.12)。脂質含量の季節変動に関しては様々な魚

種で報告があり， 6,24,25,27)上述のように生殖腺の発達に

より脂質が利用され，筋肉脂質含量が減少するとされ

る。しかし，生殖腺の未発達な個体でも脂質含量の季節

変動は認められており，成熟以外にも脂質含量の季節変

動に影響する要因があることが示唆される。is,21)Gorri 

ら18)はBayof Biscay (ビスケー湾）において漁期にあ

たる 6-11月の大西洋クロマグロ Thunnusthynnusの脂

質含量を調査し，成熟年齢以下だとされる 2-5歳魚の

脂質含量が 8月に最低値となったのは，初夏に魚体成

長に伴うエネルギー要求が高まったためだと推察してい

る。また，志水ら27)は養成ハマチ Seガalaquinqueradia-

taにおける脂質含星の季節変動について，水温（代謝

量）の変動と摂餌率の変動との間に時問的なズレがある

ことが脂質含旦の増減に影響すると考察している。示野

らは，ハマチ28)およびコイ Cyprinuscarpio29)の肝臓に

おける糖代謝酵素活性および脂質含量の季節変動を調査

し，水湿低下が始まる秋期において脂肪酸の生合成に関

与するペントースリン酸回路脱水素酵素 (glucose-6-

phosphate dehydrogenase [ EC 1.1.1.49 J, phos-

phogluconate dehydrogenase [EC 1.1.1.44])の活性が

最も高くなることを示した。これら酵素活性のピークは

肝臓の脂質含量が最大となる時期と一致し，魚体全体の

脂質含量はそれより遅れて最大値を示した。これらの結

果を受けて，さらにコイを用いて飼育水温と給餌率をコ

ントロールして飼育試験を実施し，飼育水温と給餌率の
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両者が糖代謝酵素の活性に影響すると結論づけ，冬期に

脂質含量が増加するのは，水温が低下してペントースリ

ソ酸回路脱水素酵素の活性が高くなる秋期は摂餌がまだ

活発であり，脂肪酸合成が促進されるためであると考察

した。30)一方，生物の呼吸代謝において用いられる QlO

の法則 (10℃の温度上昇で呼吸代謝が 2倍になる）31) 

が示すように，季節によって呼吸代謝贔は変化するた

め，季節によりエネルギー消費量も違う。また，飼育水

温は直接的に代謝量に影響するだけでなく，水湿変化が

情報伝達のシグナルとして作用して生殖内分泌系にも影

響を与えるという報告もある。 32)今回，奄美養魚と熊

野養魚において，両養殖場に共通した飼育水温と脂質含

量との回帰式 (Fig.15,y=-l.90x+80.74) が得られ

たことから，少なくとも 3歳魚から 6歳魚にかけて

は，脂質含量に影響する最大の要因は飼育水湿であると

考えられた。飼育水湿が，摂餌量や酵素活性，エネル

ギー消費量などに影響し，その結果，脂質含量に変化が

生じたと推察された。脂質含量に関する報告ではないも

のの，安藤ら33)は，養殖クロマグロの筋肉に蓄積した

水銀量，摂取水銀量および飼育水温を調査し，水温変化

による餌の摂取量と摂取した餌の代謝速度がマグロ筋肉

への蓄積量に影響を及ぼしたと考察している。今後，摂

餌量やその他の飼育条件といった要因もあわせて検証を

進め，飼育水温が，具体的にどのような作用機序でマグ

ロの脂質含量に影響しているのかについて明らかにする

必要があろう。

本研究では，生鮮養殖クロマグロの脂のりを非破壊で

評価するため近赤外分光分析による脂質含量測定方法を

開発し， 2008年 8月から 2015年 6月まで出荷クロマ

グロの皮下肉脂質含量を測定した。その結果，養殖クロ

マグロの脂質含量に最も大きな影署を及ぽす要因は飼育

水湿であり，少なくとも 3歳から 6歳にかけては年級

の違いや性別の違いは認められないことが明らかとなっ

た。近赤外分光分析法は非破壊かつ短時間で多量の脂質

含量測定が可能であり，群の脂質含葺変動の特性を把握

するのに有効な手法として，今後も活かしていきたい。
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養殖クロマグロの脂のりを非破壊で評価するため，近赤外分

光分析法による脂質測定法を開発した。近赤外透過深度の検討

結果から腹部後方を測定部位とし，この部位で測定した近赤外

スペクトルと脂質含量の実測値で重回婦分析を行い，脂質含星

測定用の検量線を作成した。この検量線を用いて 2008年から

2015年にかけて， 3000尾以上の養殖クロマグロの脂質含董を

測定した結果， 3歳魚から 6歳魚の間では魚体年齢による脂質

含量に大きな違いは認められず，養殖クロマグロの脂質含量に

最も大きな影聾を及ぼす要因は飼育水温であった。
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