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稚魚，および成魚マダイ体表の黒色化に与える遮光飼育の影響

足立亨介1，2，申・家戸敬太郎1

The Effects of Shielding on the Blackening of the Body Color of Juvenile 

and Adu1t Red Sea Bream (~α:grus major) 

Kohsuke ADACHI1， 2， * and Keitaro KA1ひ1

Abstract: In order to test the effects of shielding from sunlight on the body color of red sea bream， 
we characterized three phases. In phase 1， juvenile red sea bream (50 days after hatching) were 

bred with/without a black curtain for 50 days. In phase 2， each group was further subdivided 

into two groups which were bred with/without a black curtain for 1 year. Finally， all groups were 
shielded with a black curtain for 3 months (phase 3). No significant difference in L * value (used 
as a criteria for body color) was observed between the shaded and unshaded groups after phase 

1. The resu1ts after phase 2 indicate that shielding in phase 1 also had 1i仕leeffect on the later body 

color. In phase 3， the L * value significant1y increased within 2 months in all body sites examined 

in all groups. We also tested the effects of shielding suntanned red sea bream which had been 

bred without shielding for 2 years. After 2-4 weeks of shielding， the color in various body sites 

was significant1y improved. We conc1ude that shielding of juvenile fish is unnecessary because the 
sun-tanning that occurs during juvenile stages can be improved later by shielding. 

Key words: Red sea bream; Sun-tanning; L * value; Shielding 

マダイ (Pagrusmajor) は日本の養殖業を代表する

魚種であり，その生産高は平成19年度では67，000トン

にのぼる O 本魚種は慶祝事や神道の祭に非常に“め

でたい"魚、として用いられるが，これはその鮮やか

な体色に起因するところが大きい。天然のマダイは水

深30-150m で生息し，海底にすむエピ・カニ等の甲

殻類を摂取するため，これらの持つカロテノイド類が

体表へと移行し鮮やかな燈色を呈する(秦 1990;梅鉢

2000)0一方，養殖されたマダイでは出荷する直前に

アスタキサンチンを高濃度に含む飼料を与えることで

“色揚げ"を行い，天然魚、の色彩に近づけることでそ

の価値を高める(村田 2000;秦 1990;梅鉢 2000)。カ

ロテノイド類とは逆にメラニンはマダイの見た目を悪

くし，その商品としての価値を損なう (Adachiet al. 

2009年12月15日受付:2010年2月1日受理.

2005)。メラニンはアミノ酸の一種であるチロシンが

チロシナーゼによって酸化されることによって生成す

る黒色の色素である(若松・伊藤 2001)0メラニンは

体表の黒色素胞中の色素頼粒に含まれるが，魚類は色

素頼粒を収縮・拡散させることで劇的に体色を変化で

きるという特徴をもっ(大島・杉本 2001)0 

経験的にマダイは低水温，背景，雄性ホルモン，

疾病，およびストレス等によっても体表にメラニンを

蓄積し，“黒変"することが知られるが，その要因と

して最も大きいと考えられるのは紫外線の影響である

(Adachi et al. 2005;足立ら 2006;足立・家戸 2008)。

水深 5-10m程度の生責で飼育された養殖マダイは通

常は紫外線の影響を受けて“日焼け"を起こし，メラ

ニンを蓄積する。このため一般に“日焼け"は黒変よ

1近畿大学水産研究所 (FisheriesLaboratory， Kinki University， Wakayama 649-2211， ]apan). 
2高知大学農学部水産利用学研究室(Laboratoryof Aquatic Product Utilization， Graduate School of Agriculture， Kochi 
University， Nankoku， Kochi 783-8502， ]apan). 
*連絡先 (Correspondingauthor): Tel: (+81) 8槌8-86臼4-与引5日155玩;Fa砿x:刈(+81)88-86臼4-5日155号 E-mail:kohs隠su叫lk句ead白achi抱@koωochi-u.a瓜a配c.j
(K. Adachi) . 
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り，狭義に用いられる O “日焼け"を防ぐために，成

魚、として出荷されるマダイは黒いカーテンで遮光した

生賓で飼育することによってメラニン蓄積を抑制して

いる (Adachiet al. 2005) 0 

ただし，これは成魚、のマダイに限った話であって，

種苗として出荷される稚魚、のマダイは多くの場合，

生賛の遮光は行わない。マダイ種苗は通常，僻化後お

よそ50日までは室内で飼育されるが，鮮化後50-100日

においては生責中で紫外線に暴露された状態で飼育さ

れ，種苗として養殖業者へと出荷される。しかしなが

ら，このおよそ50日間の紫外線暴露が出荷時，および

その後に成魚となった時の体色に与える影響を検討し

た例はない。そこで本研究ではまず僻化後50-100日の

期間にマダイを遮光飼育し，非遮光群と“日焼け"の

度合いの差異を比較した。

次に同実験群，および対照群を用いて， Fig.1に示

す4つの実験群を設定し， 1年間飼育することで稚魚、

期の遮光飼育が，種苗出荷時以降の“日焼け"の度合

いに与える影響を検討ーした。さらに 4つの試験群を最

後に全て遮光飼育し，その“日焼け"の度合いの変化

を観察した。

また各々の養殖業者では成魚となったマダイを最終

的に遮光飼育するものの，体色黒化の抑制に必要な遮

光期間は明らかではない。出荷前のどの段階から遮光
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を始めているのかは不確定である。本研究では稚魚期

から約 2年間紫外線に暴露され黒く“日焼け"したマ

ダイが，どれくらいの期間遮光飼育されることで鮮や

かな体色に戻ることが出来るのかに対する検討も行っ

た。

材料および方法

紫外線が稚魚マダイへの体色に与える影響について

Fig.1に本実験でのスキームを示す。実験はマダ

イの僻化後50-100日の phase1，僻化後50日ー 1年の

phase 2，僻化後 1年-1年 3カ月の phase3に分けて

行った。また， phase 1および 2においての遮光・非

遮光で飼育した組み合わせによって 4つの試験群を設

定し，それぞれ a，b， c， dとした。色彩色差計によ

るマダイの体色の評価は phase1および phase2では

その期間の終了後に行い， phase 3では 1カ月ごとに

3カ月まで、f子った。

飼育条件

近畿大学水産研究所白浜実験場で、春に産卵・種苗生

産された僻化後50日のマダイ稚魚(平均体長23.2mm; 

平均体重331mg) を実験場内の海面生賛(縦 7mx横

7mx深さ 3m)で飼育した (Fig.1; phase 1) 0 遮光・

/¥  
/ぅ

y 

J/ 

d 

50-100 days 

Phase 1 

100 days-1 year 

Phase 2 

1 year 

-1 year and 3 months 

Phase 3 

Fig. 1. Scheme of this study. In phase 1， juvenile red sea bream (50 days after hatching) were bred with/without a black 

curtain for 50 days. In phase 2， each group was subdivided into two groups which were bred with/without a black curtain 
for 1 year. Final1y， al1 groups were shielded with a black curtain for 3 months (phase 3). The body color was determined after 

phases 1 and 2. In phase 3， colorimetric evaluations were conducted at 1 week intervals 

F 
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非遮光試験群ともに生賢中には約5万尾収容した。昨

化後100日目(実験開始50目白)に両群より得た個体

をさらに200尾ずつ 2群に分けて実験場内の生賛(縦

3mx横 3mX深さ 3m)で遮光， もしくは非遮光飼

育し，鮮化後 1年まで銅育した (Fig.1; phase 2) 0 最

後にすべての実験群を 3カ月間遮光飼育した (Fig.1; 

phase 3)。全ての実験群において市販配合飼;ji.，!-(ピア

ゴールド， 日清丸紅飼料)を毎朝地食給餌した。本実

験で用いた遮光シート(日本ワイドクロス株式会社・

ワイドスクリーン)の宣下では紫外線の約95%はカッ

トされており，生壁内の水面下50cmにおいては紫外

線はほぼ検出されない。

成魚の遮光による体色変化に関する実験

近畿大学水産研究所白浜実験場で稚魚、期より約 2年

間非遮光飼育されたマダイ(平均体長296.6mm;平均

体重852.2g)を試験場内の遮光，もしくは遮光朗育の

生賛(縦 3mx横 3mX深さ 3m)に50尾ずつ収容し

た。実験開始後 2週間ごとに各実験群から雌個体 5尾

ずつを採取し，その L*値を測定した。実験は 8週間

行い，給鮪および遮光条件は上記稚魚、克験と同様とし

た。雄個体は産卵期に黒変することから，試験には全

て雌f弱体を用いた (Adachiet al. 2010) 0 

色彩色差測定

マダイの色彩は急彩色差計 CR-300(MINOLTA) 

のL*a*b*表色システムを用いて評価した。本器はパ

ルスキセノンランプを拡散照明することにより，そ

の反射光を垂直に受光して得たデータを L*a*b*に変

換する。本システムにおいて L*は高いほど明るく，

低いほど暗いことを示す。 Fig.2に示す 3つの部位か

ら表皮 (2cmX 2 cm) を切り出し，色素頼粒を十分

に拡散させるため 4
0

Cで24時間保存した後に灘定を

行った。データは測定プローブを表皮に密藩させ， 3 

回測定した平均飽を示した。 phase1終了後の測定は

Fig.2の部位 Iで、のみ行ったo phase 2終了時， phase 

3，および成魚、を用いた実験では Fig.2の部位 1，II 

および回で、行った。

Fig. 2. Sampling areas of fish. The picture represents the 

measured sites of the body. 

80 

F8c〉吋s 70 

60 

ト~ 50 

40 

Shaded Control 

Fig. 3. Color evaluation of juvenile red sea bream after 
phase 1. Each bar represents mean:t SE (n = 5). N 0 sig-

nificant difference was observed using the ιtest. Note that 
data were obtained from one specific body part (1 in Fig. 3) 

because the size of the fish at this age was too small for 
full color evaluation. 

統計解析

phase 1および2終了後の体位の解析には Student

の ι検定を用いた。 phase3および、成魚、マダイの体色

の経時変化は 2要因分散分析の後， Bonferroniの多重

比較検定により解析した。

果

稚魚期の非遮光飼育がマダイの体色に与える影響につ

いて

Fig.3に示す様に phase1終了後では遮光した群と

非遮光の群とでは L*値に有意な差はみられなかっ

た。これは種苗として出荷される直前50自問の遮光

処理がマダイ韓首の黒変には影響を与えないことを示

す。 Fig.4に phase2終了後の各実験群のマダイ体色

の黒変度合いを部位ごとに示す。まず部位 1，II，回

の比較では部位 Iにおいて他の部位 IIおよび IIIより

も実験群開で顕著な差異がみられる O 部位 Iにおいて

は，実験群aとCの開に有意な差は認められない。同

様に bと dの関でも差異は認められない。このこと

から phase1での遮光の有無は phase2終了後の体色

にも影響を与えていないことが示された。また bと C

の比較から，実験群 bのように phase1で非遮光飼育

した試験群であっても phase2で遮光銅育すれば，実

験群 Cのように phase1で遮光銅育し phase2で非遮

光飼育したものより黒変度合いは低くなることが示さ

れた。部位 IIにおいては実験群 aとbの比較でのみ

有意な差が見られた。部位 Iとは異なり，実験群 C と

実験群 b，およびdの比較では差が見られなかった。

部位 IIIにおいては実験群 aと実験群 b，および Cの

比較において有意な差が観察された。部位 IIと向様

に実験群 C と実験群 b，およびdの比較では差がみら

れなかった。 Fig.5に phase3において遮光した各実
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Fig. 4. Color evaluation of three different body sites of juvenile red sea bream after phase 2. Each bar represents mean :t SE 
(n = 5).百lepicture represents the measured sites of the body. Lines above the bars show the results of statistical analyses; 

asterisks indicate signmcant differences (料P<O.01，*P<O.05). 

験群での黒変度合いを 1カ月ごとに評価した結果を

示す。 1カ月目の測定では全ての部位においての実験

群 aとdの聞に有意差が見られた。ただし， 2カ月日

以降は全ての部位においての各実験群間で有意な差は

観察されなくなった。尚，試験終了時に全試験群の体

長および体重を測定したが，有意な成長差は見られな

かった (Table1) 0 また，生存率にも試験群間で大き

な差は見られなかった。

“日焼け"した成魚マダイの遮光による体色変化につ

いて

Fig.6に約 2年間非遮光飼育されたマダイを遮光飼

育して 2週間ごとに体色を評価した結果を示す。測定

部位は Fig.2に示す位置と同様で、ある。部位 Iにおい

ては 2週間目で遮光飼育群と対照群において有意な差

が観察され，それ以降 8週目まで同様の結果が得られ

た。部位11と田では両実験群共に値が安定しないが，

各々 4週間後， 2週間週後には有意な差が観察された。

試験開始時の体長，体重の平均値±標準誤差 (n=5)

は， 296.60:t 12.26 mm， 835.20:t 83.20 g，試験終了時

には遮光群では 332.80:t 5.86 mm， 1120 :t 58.03 g，非

遮光群では323.20:t6.43 mm， 1211.20:t 74.48 gでLあり，

統計的な有意差は見られなかった。本試験期間中に死

亡個体は発生しなかった。

考 察

本研究では稚魚、期の遮光がその種苗としての出荷時

(phase 1終了後)にどう影響するかをまず検討した。

また，出荷前後では遮光に対する取り組み方も全く

異なることを考慮し，出荷後の遮光条件についても考

慮した。更に稚魚期より 2年間全く遮光をしなかった

マダイの体色に対しての遮光の効果についても検討し

た。結果として， phase 1の遮光は出荷時のマダイ体

色に影響しないことが示され (Fig.3)，種苗としての

出荷時のみの色彩を考慮するなら，遮光は必要ないこ

とが示唆された。また， phase 2終了後の部位 Iの解

析では遮光した群聞の比較 (aとc) においても，非

同
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Fig. 5. Color evaluation of various body sites of juvenile red sea bream during phase 3. Each graph shows the results for 
the three different sites of出ebody as shown in Fig. 3. Each da匂 pointrepresents mean :t SE (n = 5). The results of statisti-

cal analyses for initial data (0 month) are shown in Fig. 3. After 1 month， a significant difference was found in the L * value 
between the treatment and at all body sites (Pく0.05).No sign泊cantdifference was found after 2 or 3 months. Closed circles， 
group a; open circles， group b; closed squares， group c; open squares， group d. Note出ateach Y axis has a difference scale. 

Table 1. Body weight and body length after phase 1 and 2 

phase 1 

body length (mm) body weightω 

unshaded 31.56:t 2.54 

phase 2 

body length (mm) body weight (g) 

121.30:t 2.36 

shaded 123.56:t 5.66 32.52 :t 2.32 

The results are shown in means :t SE. 
No significant differences were observed between groups. 

遮光した群聞の比較 (bとd) においても，差は観察

されなかったことから， phase 1での遮光が後になっ

て影響を及ぼすことも可能性としては低いことが考え

られる。ただし，他の測定部位では部位Iの結果に従

A
B
C
D
 

238.80:t 1.73 
234.80:t 7.46 
251.60:t 9.40 
236.40:t 14.59 

388.60:t 15.40 
339.60 :t 30.72 
367.00:t 11.56 
326.00 :t 24.36 

わない例も現れた。 phase3の遮光でのおよそ 1カ月

の遮光飼育で体色は 4つの実験群で有意な差が見られ

なくなるが， phase 1と2で非遮光飼育された実験群

(a) は全ての部位で他群と比べて体色の回復に 1月の
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としても， 1-2カ月の遮光飼育を適切に行えば，体色

は十分回復できると考えることができる O ただし，こ

れは L*値を指標とした結果であって，実際目で見た

黒変度合いを全て評価出来ているわけではない。例え

ば，ヒトの“シミ"に似たような黒い点が，マダイの

体表にもできる場合があり これはいったん出来てし

まうと遮光では取り除けていないように見える。 L*

値はメラノフォア中のメラニン量とは高い相関を示す

が (Adachiet a1. 2005) ，異なる形態を示す“シミ"様

の黒点を正確に評価しているかどうかは現時点では分

からない。当然のことながら，魚類においてシミと相

同な現象に関する報告は我々の知る限りない。

また我々は既に，組織学的観察によって，“日焼け"

したマダイでは遮光飼育した成魚のマダイと天然のマ

186 

遅れが見られた。 2年齢の非遮光マダイを用いた実験

ではおおよそ 2-4週間で実験群と対照群との聞に有意

な差が見られた。

我々は養殖現場で出荷されている遮光飼育した成魚

のマダイと天然のマダイについての色彩とその体表に

含まれるメラニン量について報告している (Adachi

et a1. 2005) 0 遮光飼育した養殖マダイの部位 1，11， 

Eの L*値の平均は順に 55.2，64.8， 77.8であり，天

然マダイでは 59.8，69.2， 72.9となっている O 本研究

での成魚、に関する実験で遮光後に得られた値 (Fig.6)

は非常に近い値が得られている。

以上の結果および事実から， phase 1の遮光は出荷

時および出荷後の体色を考慮しでも必要ない，と考え

られる。また，紫外線によって“日焼け"が起こった
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Fig. 6. Recovery of body color企omsun-tanning by shielding. Each graph shows the results for the three different sites of the 

body as shown in Fig. 3. Each data point represents mean:t SE (n = 5); asterisks indicate significant differences (* * pく0.01，

*pく0.05).Open circles， shaded group; closed circles， unshaded group. Note that each Y axis has a difference scale. 
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ダイに比して黒色素胞の数と大きさが増加しているこ

とを示している (Adachiet a1. 2005)。これは黒色素

胞の形態による変化，という意味で一般に形態学的体

色変化 (morphologicalcolor change)と呼ばれ， L*値
の低下やメラニン量の増加を引き起こす。これに対し，

魚類は生体中では色素頼粒を収縮・拡散させることで

劇的に体色を変化できるという特徴をもち，こちらは

生理学的体色変化 (physiologicalcolor change)と呼ば

れる。この変化に対してメラニン量， L*値，黒色素

胞の数および大きさは無関係で，魚類は環境に反応し

て瞬時に体色を変化させることが出来，極端な例では

“日焼け"したマダイも白っぽく見える O 当然のこと

ながら，本研究で評価した L*は形態学的体色変化を

評価している O

魚類黒色素胞はアグーチタンパク質を介して背側と

腹側で異なる発現様式を有する (Cerda'-Reverteret 

a1. 2005)。本タンパク質はメラノサイト刺激ホルモン

(MSH) と措抗的に作用することで，メラニン生成に

関して負にはたらく。すなわち，魚類の腹側では本タ

ンパク質が発現することによってメラニン合成が抑制

され，背側では本タンパク質は検出されず，同様の抑

制は起こらないと考えられる。本研究において，背側

の部位IのL*が，部位11および皿よりも総じて低い

値を示すのはこのことに起因すると考えられる。

魚類は背景色に適応することが知られ，野生のメダ

カが鱗皮膚上の黒色素胞密度を調節することで，可逆

的に背地適応をしていることが示されている(大島・

杉本 2001)。さらに白背地への適応時にはアポトーシ

スによって黒色色素胞密度を減少させている(大島・

杉本 2001)。本研究の遮光時にも同様に黒色素胞密度

が減少することによって L*が上昇していると考えら

れるが，組織的な観察は行っていなしミ。魚類の“日焼

け"後の退色に関する分子的もしくは細胞生物学的な

報告は我々の知る限り報告はなく，今後の研究の発展

が待たれる。

要約

明暗の度合いを示す指標である L*を評価基準とし

て，マダイ種苗出荷前50日間の遮光処理が体色に与え

る影響を検討した。出荷前50日間の遮光は出荷時の体

色に影響を与えず，この時期に遮光飼育されなかった

ことが原因で後になって特別に体色が黒くなるという

こともない。種苗出荷後に紫外線の影響で黒くなった

としても適切に遮光飼育すれば体色の改善効果におい

ても稚魚、期に遮光飼育した群と比した差をなくすこと

は可能である。
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