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短　　報

交雑魚ブリ×ヒラマサおよびカンパチ×ヒラマサ背側肉の化学成分組成

村田　修・家戸敬太郎・那須敏朗・宮下　盛・和泉健一・熊井英水

（2000年10月 2日受理）

Chemical Compositions of Dorsal Muscle of Hybrid Amberjacks,
Seriola quinqueradiata× S. aureovittata

and S. dumerili × S. aureovittata

Osamu MURATA＊1, Keitaro KATO＊1, Toshiro NASU＊1, Shigeru MIYASHITA＊1,
Ken-ichi IZUMI＊1, and Hidemi KUMAI＊1

Abstract: Chemical compositions of the dorsal muscle
of hybrids, yellowtail, Seriola quinqueradiata♀× gold-
striped amberjack S. aureovittata♂ (termed as YG)
and purplish amberjack S. dumerili ♀ × goldstriped
amberjack♂ (termed as PG) were compared with each
parents fish species. The lipid content of YG was
remarkably higher than that of goldstriped amberjack.
In collagen content concerning texture, though YG was
lower than goldstriped amberjack, it was significantly
higher than yellowtail. Crude protein, total extractive
nitrogen and collagen content of PG showed the
intermediate value of the parents fish species.

Key words: Yellowtail; Amberjack; Hybrid; Meat quality

ここ数年ブリ，Seriola quinqueradiata養殖は，生産過剰に

よる市場価格の下落や，疾病の蔓延，養殖場周辺の環境悪化

などにより低迷が続いている。そこで我々は，ブリに替わる

新養殖品種として交雑魚ブリ♀×ヒラマサ，S. aureovittata♂

（以下，ブリヒラと呼ぶ）およびカンパチ，S. dumerili♀×ヒ

ラマサ♂（以下，カンヒラと呼ぶ）を作出してそれらの成長，

外部形態，環境ストレス耐性などについて検討した結果，ブ

リヒラの成長はヒラマサの約 2倍であり，カンヒラは両親魚種

よりも成長が優れていたことを報告した1)。本研究ではこれら

交雑魚の養殖魚としての特性を食品学的に検討する目的で，

両交雑魚の背側肉の化学成分組成をそれぞれの両親魚種と比

較した。

供試魚はブリは 3歳魚，それ以外は 4歳魚で，いずれも海

上の網いけすでドライペレットを給餌して飼育されていたもの

である。サンプリングは 3月29日に行った。いけすより各 5尾

ずつを取り上げて魚体重などを測定後，3枚におろし背側肉の

第一背鰭基部より後方の部位を約100 g採取して各成分の測定

に供した。測定方法としては，一般成分，すなわち水分を常圧

加熱乾燥法2)で，粗タンパク質をセミミクロケールダール法2)

で，粗脂質をソックスレー法2)で，粗灰分含量を直接灰化法2)

でそれぞれ測定した。また，味に関与するエキス成分として

非タンパク態窒素含有量をエタノール抽出後セミミクロケー

ルダール法で測定し，コラーゲン含有量を佐藤ら3)の方法に従

い酸可溶性および熱水可溶性フラクションをLowry法で比色

定量した。データは各区とも 5尾の平均±標準偏差で表示し

た。また，Schefféの多重比較法により有意差検定を行った。

ブリヒラと両親魚種との一般成分組成，非タンパク態窒素

含有量およびコラーゲン含有量を比較してTable 1に示した。

水分，粗タンパク質，粗脂質および粗灰分含量では，ブリヒ

ラとヒラマサとの間にのみ有意差がみられ，特にヒラマサの脂

質含量はブリヒラよりも顕著に低かったが，ブリとブリヒラ

との間には有意差はみられなかった。味に関与する非タンパ

ク態窒素含有量も，ヒラマサとの間にのみ有意差がみられた。

一方，コラーゲン含有量では，ブリヒラはヒラマサよりも低

い値であったがブリよりも有意に高い値を示した。

Table 2には同様にカンヒラと両親魚種との肉質を比較して

示した。一般成分ではカンヒラとカンパチあるいはヒラマサと

の間に水分，粗タンパク質および粗灰分に有意差がみられ，

カンヒラの粗タンパク質含量は両親魚種の中間値であった。

カンヒラの非タンパク態窒素およびコラーゲン含有量も両親

魚種の中間の値を示した。

志水ら4)は，養殖ブリの筋肉化学組成の季節変化について報

告しており，5 - 9月が寡脂期で10- 3月が多脂期であるとして

いる。本実験のサンプリング時期である 3月末ではブリの脂

質含量が低下し始める時期であると考えられる。さらに，ブ

リのGSI（生殖腺指数％，100×生殖腺重量／魚体重）は2.23

と 1以下であった他区よりも高く，ブリにおいては成熟の影



響が肉質や脂質含量に現れていた可能性がある。これらのこ

とはブリとブリヒラとの間に脂質含量に顕著な差が認められ

なかったことと関係しているのかもしれない。一方，カンヒ

ラと両親魚種のGSIはいずれも低くこれらの筋肉成分組成に

及ぼす成熟の影響は比較的小さいと考えられ，カンヒラの脂

質含量が両親魚種よりも高かったことはカンヒラの成長，摂

餌率，飼料効率などが両親魚種よりも高かった1)ことによると

推察される。

筋肉のコラーゲン含有量と歯応との関係が複数の研究グル

ープにより明らかにされており5,6)，官能検査および物理的測

定による肉質の硬い魚種ほどコラーゲン含有量が高いことが

知られている。本実験において，ブリヒラおよびカンヒラの

コラーゲン含有量はそれぞれブリおよびカンパチよりも高く，

ヒラマサとの交雑によりブリおよびカンパチの歯応が改善さ

れることが化学的に判明した。

本実験の結果から，養殖魚として普及しているブリの筋肉

は脂質含量が高い，すなわち脂がよくのっているが身が軟ら

かく，逆にヒラマサは身は硬いが脂ののりが悪いのが特徴で

あり，カンパチはヒラマサに似るが身がやや軟らかいといえ

る。一方，両交雑魚はヒラマサに比べて脂ののりが良く，ブ

リやカンパチよりも身が硬いという特徴をもち，交雑によっ

て成長や外部形態だけでなく肉質の異なる品種の生産が可能

であることが分かった。
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Age (years)
Body weight (g)
Fork length (cm)
GSI (%)＊

Proximate composition (%)
　Moisture
　Crude protein
　Crude lipid
　Crude ash
Total extractive nitrogen (mg/100 g)
Collagen (% in wet wt)

Yellowtail
3+

5,428±639
63.6±2.5
2.23±1.40 

a

62.7±1.2 
a

24.2±0.8 
a

11.1±1.4 
a

1.2±0.0 
a

467.7±23.9 
a

0.191±0.009 
a

Goldstriped amberjack
4+

4,058±401
62.3±1.2
0.54±0.33 b

68.8±1.1 b

26.1±0.7 b

4.1±1.7 b

1.3±0.0 b

508.0±13.7 b

0.461±0.006 b

Hybrid (Y♀×GA♂)
4+

5,682±770
69.2±3.8
0.98±0.34 ab

63.8±2.7 
a

24.2±0.9 
a

10.2±3.8 
a

1.2±0.0 
a

482.4±10.6 ab

0.378±0.002 c

＊Gonado-somatic index, 100×gonad weight/body weight.
　Different superscripts indicate significant differences at P＜0.05 level (Scheffé’s test).

Table 1. Comparison of proximate composition, total extractive nitrogen and collagen of dorsal muscle between among yellowtail 
(Y), goldstriped amberjack (GA) their hybrid (means±s.d., n=5)

＊Gonado-somatic index, 100×gonad weight/body weight.
　Different superscripts indicate significant differences at P＜0.05 level (Scheffé’s test).

Table 2. Comparison of proximate composition, total extractive nitrogen and collagen of dorsal muscle among purplish amberjack 
(PA),  goldstriped amberjack (GA) and their hybrid (means±s.d., n=5)

Age (years)
Body weight (g)
Fork length (cm)
GSI (%)＊

Proximate composition (%)
　Moisture
　Crude protein
　Crude lipid
　Crude ash
Total extractive nitrogen (mg/100 g)
Collagen (% in wet wt)

Purplish amberjack
4+

3,678±771
57.4±3.9
0.32±0.25

 69.1±0.6 a

 24.4±0.5 a

5.2±1.1 ab

 1.4±0.0 a

 390.6±9.9 a

 0.342±0.011 a

Goldstriped amberjack
4+

4,058±401
62.3±1.2
0.54±0.33

 68.8±1.1 a

26.1±0.7 b

 4.1±1.7 a

1.3±0.0 b

508.0±13.7 b

0.461±0.006 b

Hybrid (PA♀×GA♂)
4+

4,782±509
64.2±2.5
0.52±0.15

66.6±1.5 b

25.2±0.4 ab

6.8±1.6 b

1.4±0.0 c

427.9±12.9 c

0.428±0.004 c
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