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群馬県水産試験場研究報告第14号 (2008)
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ニジマスの電照による肉質低下抑制試験

松原利光・黒沢静男・松岡栄一

ニジマス Oncorhynchusmykissは成熟により肉質が大きく低下するため1)、産卵期以降、肉質が回復する

までのしばらくの間は生食用素材として利用することが難しい。そこで、ニジマスを含め多くの魚類におい e

て性成熟促進・抑制の目的で広く利用されている電照を用い 2-6)、秋に成熟期を迎えるニジマスに異なる時

期から電照を行い、電照開始時期の違いによる肉質低下の相違を調べ、いつから電照を始めれば成熟期の肉

質低下抑制に最も効果的であるかを検討した。

I 材料および方法

試験条件

試験は群馬県水産試験場川場養魚センター(以下

「川場センター」という。)の屋外飼育池で行った。

(1)試験池、用水

試験池には長方形コンクリート池 (4.0mX1.0m

×水深0.5m) を4面用いた。用水は水温11.6 ocの

湧水を利用した。

(2) 供試魚

川|場センターで継代飼育しているニジマス 1年魚

(平均体重460g) を各試験区に100尾収容した。

(劫試験期間

2007年 5月 1日から2007年12月25日までの239日

聞とした。

(4) 試験区の設定

試験は電照区 3区と対照(自然日長)区の合計4

区を設定した。電照区の日長は20時間 (3時----23

時)、電照開始日は 5月 1日、 6月 1日、 7月 2日

とし、電照開始日までは自然日長で飼育した。

(5) 電照装置の設置

電照区は試験池を木製の屋根で覆い、屋根の内部

に蛍光灯 (40WX 2本)を吊した。試験区内の照度

を照度計 (TOPCONIM-2D : TOKYO OPTICAL CO.， LTD) 

で水面上の数カ所で測定したところ、平均で、398ル

クスの照度であった。過去にサケ科魚類で照度が

100ルクスで日長変更による成熟時期変更をした例

があるため7)、今回の照度は成熟変更に十分な照度

であると考えられた。

2 試験方法

(1)飼料

各試験区とも、マス用配合飼料「育成用スーパー

赤 No.6J (オリエンタル酵母社製)

(2) 給餌量

を使用した。

各試験区とも魚体重の1.0 %を目安とし、 5月 3

日から 9月21日まで、土、日、祝日、測定日を除く

毎日給餌を行った。 9月24日以降は成熟の影響で供

試魚の摂餌量が低下したため 給餌量を減らし、残

餌が残らない程度に給餌量を調整した。

(3) 測定

成熟による肉質の劣化と肉色の変化 (L*♂V表色

系の a値、 b値が減少)が関連していると考えられ

たことと 8)、成熟期には精子や卵が自然排出される

ことにより GSI (生殖腺重量x100/体重)の正確な

測定な困難になることから、肉質の指標として肉色

を判定して評価することした。群馬県水産試験場で

過去に行った色揚げ試験9ω と同様、今回の試験に

おいてもL*a*b*表色系の明度L値と、色相と彩度を

示すa{i直、 b値を肉色の判定に利用した。

測定は 5月28日から開始し、各試験区から 3週間

毎に魚を無作為に 5尾ずつ抽出し、魚体を 3枚にお

ろし、魚体側面の中央部の肉色を色差計デジタルカ

ラーメーター (TC-3600A:東京電色)により測定し、

測定値から L値、 a値、 b値を算出した。 Lは数値

が大きいほど白色に近く、数値が小さいほど黒色に

近い。 aはプラスほど赤色、マイナスほど緑色、 b

はプラスほど黄色、マイナスほど青色に近い。

a/b値は刺身の赤色の強さを示すのに適当と報告

されており 9)、値が大きいほど刺身の赤色が強い。

また、同時に、サケ・マス類の色調評価でよく用

いられるSalmoFan ™ (サーモファン:ロシュ社:

図1)を用いて肉色を判定した。 SalmoFan™の値

は20から34まであり、値が大きいほど赤みが強いこ

とを示す。
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図 1 サーモファン
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1 魚体測定

供試魚の全長、体重の推移を図 2、3に示した。

試験開始日から 9月21日までは餌育魚は順調に成長

したが、 9月24日以降は成熟の影響で成長が停滞

した。

2 色差計による肉色の判定

色差計デ、ジタノレカラーメーターによる測定値から

L値、 a/b 11直を算定し、 5尾の平均のL値、 a/b

値の推移を図4、5に示した。

L値は、)11場センターで継代飼育しているニジマ

スの成熟期(9月上旬から10月下旬)に大きくなる

が、対照区が成熟期前半 (9月10日)に値が大きく

なるのに対し、電照区では成熟期後半 (10月22日)

に値が大きくなり、対照区と電照区で値の変化する

時期に棺違が見られた。電照区の比較では、 6月 1

日に電照を開始した試験匿が最も L値が小さいこと

が多かった。また、成熟期後に電黒区は 3区とも値

が小さくなっていたことから、電照による肉質の早

期回復効果の影響が考えられた。

a/b値はL値と異なり、成熟期にあまり値が変

化せず、成熟期後 (l1JJ12日"-'12月25臼)に値が小

さくなる傾向が見られた。また、各試験lKで値の変

化する時期に大きな相違は見られなかった。

3 Salmo Fan™による肉色の判定

Salmo Fan™の値の推移を図 6 に示した。 Salmo

Fan™の値は L値と値の変化する時期が類似してお

り、成熟期に値が小さくなるが、対照lKが成熟期前

半 (9月10日)から値が小さくなるのに対し、電，顎

区では成熟期後半(10月22S) から値が小さくなり、

対照区と電照区で値の変化する時期に相違が見られ

た。電照宮の比較では、値の変化する時期にあまり

棺違は見られなかった。また、成熟期後に電照匿は

値が大きくなっており、 a/b値と同様に電照によ

る肉質の早期回復効果の影響が考えられた。
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図6 Salmo Fan ™のf直

E 考察

今回の試験では、ニジマスなど多くの魚類の性成

熟促進、抑制の目的で広く利用されている電照を用

いて一日の日照時間を人為的に増加させ、電照によ

るニジマスの肉質低下抑制効果を調べた。

色差計デジタノレカラーメーターから算定したL値

の推移から判断すると、対照区に比べ、電照区では

数値が大きくなる時期が一ヶ月半程度遅く、電照に

よる成熟の遅延効果が確認された。また、電照区同

士の比較では、 6月 1日に電照を開始した試験区の

L値が小さいことが多く、最も成熟抑制効果がある

と考えられた。

一方、 a/b値はL値と異なり、対照区と電照区

で数値の変化時期に相違がほとんどなぐ、また、値

の変化が成熟期でなく成熟期以降 (11月、 12月)に

確認された。

Salmo Fan™のf直については、 L値とほぼ同じよ

うな電照による成熟遅延効果が確認された。 L値と

おlmoFan™の値は成熟期に変化し、 a/b 値は成熟

期後に変化したことから、電照の成熟遅延効果は肉

色の赤みに対してよりもむしろ、明度に対して有効

であると考えられた。また、成熟期後に電照区はL

値が小さくなっていることから、電照により肉色

(明度)が回復していることが考えられた。

秋期から冬期にニジマスを生食用として利用する

場合には、 6月から電照を行うことで 1ヶ月半程度

の成熟による肉色の変化(明度)を遅らせることが

でき、また、その成熟期後の肉色(明度)も早く回

復することから、ニジマスの肉質低下抑制を目的と

して、電照の利用も検討に値すると考えられた。
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