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養殖トラフグの肉質に及ぼす希釈海水飼育の影響

肖 寧1.榊原卓哉1.梁佳2. ?賓田友貴2 村田昌一3

谷山茂人2.八木基明1・橘 勝康2，* 

Influence of Diluted Seawater Rearing on Flesh Quality 

of Cultured Tiger Puffer Takifugu rubriPes 

Ning XrAol， Takuya SAl油田組Al， Jia LIANG2， Yuki H泊四A2，Masakazu Mu臥 TA3，

Shigeto TANIYAMA2， Motoaki YAGl1 and Katsuyasu TACHIBANA2， * 

Abstract: Tiger puffer Tak抑:gurubripes (1.7 years old) was cultured for 4 weeks in diluted 

seawater (salinity 1.1%) and the influence of the rearing condition on the flesh texture of the fish 

was examined every week. Fish were instantly killed by exsanguinations， after which the blood 

parameters and number of parasites on the fish skin were determined， and fish bodies were stored 

on ice for one day. Ordinary muscle were analyzed by rheological methods such as color of muscle 

(L *， a* and b*)， breaking strength scores， expressible water content and sensory test. There were 

no differences found in blood values between the diluted and undiluted seawater groups during 

the 4 weeks of rearing. The number of parasites on fish in the diluted seawater group decreased 

on the first one week， and disappeared in 4 weeks. There were no differences found in L * and 

a* values of ordinary muscles between the 2 groups during the 4 weeks of rearing. The b* and 

breaking strength of muscle were higher while expressible water of muscle were lower in the 

diluted seawater group. The hardness and comprehensive sensory evaluation were higher in the 

diluted seawater group. The present study shows that rearing in diluted seawater (salinity 1.1%) for・

4 weeks did not affect the flesh quality of the cultured tiger puffer. 

Key words: Cultured tiger puffer; Diluted seawater; Flesh texture; Color of muscle 

養殖トラフグの生産は天然トラフグの漁獲減少に

伴って増加し，平成18(2006)年~平成22(2010)年に

おける最近 5年間のふぐ類の全国収穫量(種苗養殖

を除く)は， 4，138~4，680 トンで(農林水産省 2006，

2007， 2008， 2009， 2010a)，我が国の重要養殖魚種の

ーっとなっている。しかし トラフグ養殖が盛んにな

るにつれて飼育密度の上昇や噛み合いによる魚体の損

傷，それに伴う商品価値の低下や疾病の増加などが問

2012年12月27日受付;2013年 4月4日受理.

題となっている。中でもハダムシ等の寄生虫による疾

病に対する対処方法はトラフグが比較的淡水に強い魚

種であることから淡水浴等の駆虫方法もあるが，海面

養殖ではフェパンテル(マリンパンテル)や過酸化水

素製剤等の認可薬品が使用されているのみであり，他

の養殖魚、や畜産動物と比較して極めて少ないのが現状

である(農林水産省 2010b)。さらにこれらの薬剤は

高価で魚価の低迷が続く今日，養殖業者の経営を圧迫

1長崎大学大学院生産科学研究科 (GraduateSchool of Science and Technology， Nagasaki University， 1-14 Bun匂o-machi，

Nagasaki 852-8521， Japan). 
2長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 (GraduateSchool of Fisheries Science and Environmental Studies， Nagasaki 

University， 1-14 Bunkyo-machi， Nagasaki 852-8521， Japan). 

3水産総合研究センター中央水産研究所 (NationalResearch Institute of Fisheries Science， Fisheries Research Agency， 

2-12-4 Fukuura， Kanazawa， Yokohama 236-8648， Japan). 

*連絡先(Corresponding au出or):E-mail.orenge@nagasaki-u.ac.jp (K. Tachibana) . 



200 肖・榊原・梁 .i賓田・村田・谷山・八木・橘

している。

ところで， トラフグ養殖の技術進歩はめざましいも

のがあり，近年では希釈海水を用いた養殖方法が注目

されており，フグ類を低塩分に調節した海水を用いる

ことで，浸透圧調節機能に対する負荷を軽減させ，成

長速度を上昇させることができるとの報告もある(韓

ら1995;今井ら 2010)。

一方，希釈海水によるトラフグ養殖はその肉質の点

で、軟化や水っぽくなるなどの問題点が関係業者から指

摘されている。養殖トラフグの価格は外観(鰭の残存

程度や腹部への噛みつき痕等)や肉質(食感や肉色)

により決定され，関係業者のいう肉質の問題点は希釈

海水による養殖トラフグの価格形成に大きな影響を与

えると考えられる。しかしながら，希釈海水により養

殖されたトラフグの肉質と通常海水で養殖されたトラ

フグの肉質に関する検討例はまだ認められない。そこ

で本研究では，養殖トラフグを通常海水と希釈海水で

陸上飼育し，両区の肉質の違いを普通筋の感覚色度，

破断強度，圧出水分量および官能検査値の点から検討

するとともに， トラフグ養殖で問題となる体表の寄生

虫の寄生程度についても計数を行った。

材料および方法

試料魚

長崎県内の養殖場で養殖されていた養殖トラフ

グ Takifugurubrかes1歳 8ヶ月魚(平均体重1.10:t 

0.10 kg，平均体長30.8:t0.9 cm) 50尾を試料魚とした。

飼育条件と飼育海水

試料魚を無作為に 2区(各25尾)に分け， 10日開通

常海水で予備飼育した後，試験を開始した。飼育期間

は平成20年11月から12月の 4週間とし，縦3.3m，横

1.5 m，深さO.4mの陸上コンクリート水槽 2面を用い

た。対照区の通常海水には砂ろ過海水(塩分約3.4%)

を，また試験区の希釈海水には通常海水30%を含む水

道水(塩分約1.1%)を用い， 3日に一度およそ1/3量

の換水を行った。なお，飼育水は循環櫨過装置と温度

調節装置を設置し，期間中の飼育水温は17.0:t1.2
0

Cで

あった。

飼料

飼料にはエクストルーダードペレット(トラフグ用

EP8， 日清丸紅飼料)を用い，魚体重の 1%/日を目安

に2日に一度給餌した。

魚体測定と採血および保存

両区の魚体測定は飼育開始から 1週間毎に 5尾ずつ

行った。取り上げ個体は24時間の絶食の後，無麻酔で

体長および体重を測定し 開腹して門脈より採血し各

血液検査を行うとともに，魚体に付着している寄生虫

の同定と計数を行った。次いで魚、体を24時間氷蔵して

肉質検査に供した。

血液性状値の測定

血液性状値はヘマトクリット (Ht%)，血清総タ

ンパク質 (Spg/dl)， ヘモグロビン (Hbg/dl)，血清

GOT (U/dl)および血清 GPT(U/dl)の各値を測定し

た。 Ht値は毛細管法， Sp値は血清タンパク屈折計で，

Hb値，血清 GOT値，および血清 GPT値は乾式臨床

化学分析装置(スポットケム SP4410，京都第一科学)

を用いて測定した。

寄生虫の計数と同定

試料魚の体表に寄生しているシュードカリグス

Pseudocαligusル:guとネオベネデニア Neobenedenia

girellaeを7日ごとに肉眼で計数し，実体顕微鏡下で

同定を行った。

肉質検査

肉質検査は，普通筋の感覚色度，破断加重，圧出

水分量および

たO

感覚色度 (L*，a*，b*値)は色彩色差計 (CR-400，

コニカミノルタ)を用いて厚さ 1cmの切り身につい

て測定した(Arroyoet a1. 2007)。

破断加重はレオナー (RE白3305S，山電)を用い，筋

線維と垂直方向にプランジャー (ω5mm円筒型プラ

ンジャー，スピード 1mm/s，クリアランス 2mm)

を挿入し測定した(Arroyoet a1. 2007)。

庄出水分量は遊離水分測定器(中央理研)を用い，

加重10kgで加圧時間 2分の条件で測定し，以下の

計算式で圧出水分量を測定した (Tabataand Kanazu 

1975)。

試料重量(g)ー圧出後試料重量(g)
庄出水分量(%)=.~ .~. x 100 

試料重量(g)

官能検査は，飼育終了時に氷蔵した両区の各魚体

より普通筋を採取し，筋線維に対して垂直に厚さ約

2.5mmに薄切した刺身肉を用い，におい，色，硬さ

および総合評価の項目で10名の被験者による評点法で

行った(朝倉 1997;長崎県総合水産試験場2010)。

統計処理

両区間の有意差の検定には， student-t検定を用いた。
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Table 1. Body weight， body length and blood values of fish 

GPT (IU/l) GOT (IU/l) Rearing 

period 
(week) 

Hb (g/dl) Sp (g/dl) Ht (%) 
Bodylengh 

(cm) 
Bodyweight 

(g) 
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2

2

2
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5.3:t 1.1 

5.9:t 0.6 

5.4:t 0.2 

5.5:t 0.2 

5.8:t 0.5 

5.9:t 0.3 

5.8士0.4

5.9士0.3

4.3:t 0.6 

4.6:t 0.4 

4.2土0.2

4.3:t 0.3 

4.1:t 0.7 

4.3:t 0.5 

4.1:t 0.2 

4.3:t 0.7 

23.0:t 1.4 

31.5:t 2.3 

27.1:t 1.0 

24.5:t 3.7 

24.0:t 4.1 

25.0:t 2.3 

24.1:t 3.2 

27.0:t 1.0 

30.3:t 1.6 

32.4:t 2.6 

33.2士3.1

32.7:t 1.9 

32.5:t 2.4 

31.7:t 2.1 

32.1:t0.7 

32.6:t 4.1 

1125士133

1150:t 67 

1214:t 48 

1112:t 52 

1177土 93

1120:t 24 

1146:t 66 

1173:t 42 

川

一

洲
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阿

川

w
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2 

1 

4 

#SW， sea water; DSW， diluted sea water. 

Rearing 
Experimental 

period 
(week) group" Neobenedenia girellae Pseudoca#初sfugu

。 1.0土1.4

0.2 :t0.4 

0.2 :t0.4 

0.2:t 0.4 

0.2:t 0.4 

1.0:t 1.0 

0.0土 0.0

0.8:t 0.4 

0.0:t 0.0 

Table 2. Number of parasites per fish 

Parasite (No./fish) 

14.2:t 5.1 

9.8:t 3.6 

9.1土 4.5

12.8士5.5

2.2:t 1.4 

10.0:t 5.4 

0.4:t 0.5 

12.9:t 4.3 

0.0:t 0.0 

柳

川

w
w
w
w
w
w
w

F
E
E
D
E
D
E
D
E
D
 

2 

1 

3 

4 

果

飼育期間中の体格と血液性状

両区の飼育終了時における体重と体長は，対照区で

1146:t66g， 32.1:t0.7cm，試験区で1173:t 42 g， 32.6 

:t4.1 cmと両区共に飼育期間中に大きな上昇はなく，

両区で顕著な差は認められなかった。血液性状値は

Ht， Sp， Hbの各値は両区の間で顕著な差は認められ

なかった。また， GOT値と GPT値も 100IU/l以上の

高値を示した魚体も認められたが，両区に顕著な違い

を認めなかった (Table1)。

週日に平均値レベルで約-1.2を示し，飼育 3週日では

-0.8， 4週日で -0.8と飼育 1週日より若干上昇した。

平均値レベルで両区を比較すると，対照区より試験区

が飼育期間を通じて若干高い値を呈したが，両区間に

有意な差は認められなかった (Fig.1)。

普通筋の b*値は，対照区では飼育 1週目および2

週目に平均値レベルで約 -4.0を示し，飼育 3週日で

-2.7と上昇し， 4週日では -2.9と3週日とあまり変わ

らなかった。試験区では飼育 1週目に平均値レベルで

約 -3.3を示し，飼育期間の延長に伴って若干の上昇を

示し， 4週目で-1.6となった。平均値レベルで両区を

比較すると，対照区より試験区が飼育期間を通じて高

い値を呈し，飼育4週目では試験区が対照区に比較し

て有意に高かった (Fig.1)。

#SW， sea water; DSW， diluted sea water. 

寄生虫数の変化

飼育開始時における試料魚に付着していた寄生虫

は，主にネオベネデニアで数魚体にシュードカリグス

の寄生も認められた。ネオベネデニアは，試験区では

飼育 1週日で大きく減少し， 4週目には確認できなく

なったが，対照区では明瞭な減少は認められなかった。

シュードカリグスは，試験区では飼育3週目および4

週日には確認できなくなったが，対照区では飼育終了

の4週目でもその寄生が認められた (Table2)。

普通筋の破断加重の変化

普通筋の破断加重は，対照区では飼育 1週日に平均

値レベルで約10.0Nを示し，飼育 2週目で7.2N，4週

日で9.3N となった。試験区では飼育 1週目で約8.5N

を示した後，飼育 3週日では10.1N と上昇し， 4週日

で10.0N となった。平均値レベルで両区を比較する

普通筋の感覚色度 (L*，a*，b*) の変化

普通筋の L*値は，対照区では飼育 1週目で約45を

示し，その後，飼育期間の延長に伴う変化はほとんど

認められなかった。試験区では飼育 1週日で約44を示

した後， 2週日で約46と若干高値を， 4週日で約43と

若干低値を示した。両区を比較すると平均値レベルで

は飼育期聞を通じて対照区より試験区がわずかに低値

を示したが，両区間に有意な差は認められず，また飼

育期間中の大きな変動は認められなかった (Fig.1)。

普通筋の♂値は，対照区では飼育 1週目および2

週日に平均値レベルで約-1.5を示し，飼育 3週日で

-1.0， 4週日でー1.1と若干上昇した。試験区では飼育 1
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目で約32%となった。平均値レベルで両区を比較する

と，飼育 1週目と 2週目では両区ともに同レベルで

あったが，飼育 3週日以降で対照区より試験区が低い

傾向を示した (Fig.3)。

4 

Fig. 1. Effect of diluted seawater rearing on the color 
value of ordinary musc!e in the tiger puffer. Values are 
mean :t SD of five fish. Open circ!es indicate the control 
group and closed circles indicate the diluted seawater 
group_ Significant difference (*: P<O.05) between control 
group and diluted seawater group 

と，有意ではなかったが，対照区より試験区が飼育期

間を通 じて高い傾向にあった (Fig.2)。

3 

Rearing period (weeks) 

2 

5 

官能検査

普通筋の官能検査において，におい， 色，硬さおよ

び総合評価で評価したところ，においでは評価点平均

値レベルで対照区6.3:t1.6，試験区6.4:t1.3で両区に差

は認められなかった。色では対照区5.4:t1.6，試験区

普通筋の圧出水分量の変化

普通筋の圧出水分量は，対照区では飼育 1週目に平

均値レベルで約35%を示 し， 飼育 3週目で36%，4週

日で3517もであった。試験区では飼育 1週目で約35%を

示 した後，飼育期間の延長に伴って若干減少し， 4週
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Hardness Color tone Smell 

あり，色が薄い飴色であることが必要で、あると関係業

者は指摘している。本研究では肉質を普通筋の感覚色

度，破断強度，圧出水分量および官能検査値から検討

したとこ ろ，感覚色度では白 さを示す L*と赤さ を示

す♂には両区に差を認めなかったが，黄色さを示す

b*が飼育 4週 目に試験区が対照区より高かった。破

断加重と庄出水分量では，試験区が破断加重は高く，

圧出水分量は低い結果であった。飼育 4週日に行った

官能検査においてもにおい，色，硬さ，総合評価で試

験区が対照区より高い評価を得た。希釈j毎7Jくによる ト

ラフグ養殖は トラ フグの肉質を軟弱にし，水っぽくす

るとの関係業者から指摘されている。本研究では，物

性値による評価と官能検査による評価が同様に試験区

で、高かったこと より，希釈海水による飼育が トラフグ

の肉質軟弱化や水っぽくするなどの影響は認められな

かった。 しかしながら，希釈海水による飼育がどのよ

うな過程でトラフグの肉質に変化を与えたかは明確で

はなかった。

トラフグ養殖では魚病被害が養殖魚類中でも高く

(熊井 1996)，認可されている水産用医薬品の種類も

極めて少ないのが現状である。本研究では希釈海水

での飼育期間の延長に呼応してネオベネデニアの付

着寄生虫数の明瞭な減少が認められ， 30%希釈海水に

よる飼育は本種に対しである程度の駆虫効果があると

考えられた。天社・桃山 (2006)は養殖 トラフグ稚魚、

に寄生したシュー ドカリグスに対して24時間の25%希

釈海水浴を行ったところ 希釈海水浴の効果はなかっ

6.6:t: 1.6で試験区の評価が高い傾向にあった。硬さで

は対照区4.9:t:1.4であったのに対し，試験区6.8:t:1.2で

試験区の評価が有意に高かった。総合評価では対照区

5.4土1.5であったのに対し 試験区7.0:t:1.5で試験区の

評価が有意に高かった (Fig.4)。

察

希釈海水による飼育が養殖 トラフグの肉質に及ぼす

影響について検討するために 養殖ト ラフグを通常海

水と希釈海水で飼育し，両区の血液性状値の比較を行

うと ともに， 普通筋の肉質の違いを調べた。また， ト

ラフグ養殖で問題となる数種の寄生虫の寄生程度につ

いても希釈海水飼育の影響を検討した。

魚類の浸透圧はヌタウナギやサメ，エイ類等の板

問、類を除き海水の約1/3程度に保たれるとされてい

る(大黒 1995)。また， トラフグは狭塩性魚、で，淡水

中では生息できないが， 1/10に希釈した海水までな

らば浸透圧の調節が可能でEある とされている(金子

2006)。本研究における30%の希釈海水飼育(試験区)

は対照区と体格お よび血液性状に顕著な違いを示さ

なかった。これらのことより本研究における試験区で

は浸透圧による健康状態への負荷はそれほど大きくな

し健康状態は比較的良好で、あったと考えられた。

養殖 トラフク、、の魚価は体色，偲の損傷，可食部の歩

留まりや肉質によって左右されるといわれている(高

岡 2000)。また， トラフグの肉質は適度な歯ごたえが

考



204 肖・榊原・梁.i賓田・村田・谷山・八木・橘

たと報告している。本研究において試験区の 3週間飼

育でシュードカリグスの寄生が認められなかったこと

より， 30%希釈海水で、あっても長期間の飼育であれば

シュードカリグスにも駆虫効果がある可能性が考えら

れた。しかし，本研究に用いたトラフグはシュードカ

リグスの寄生数が少なかったことより，希釈海水によ

る駆虫効果を確かめるためには，今後さらに寄生数の

多い個体を用いるなどの検討が必要であろう。

以上のことより， 30%の希釈海水による飼育はトラ

フグの肉質を悪化させることなく，さらに本研究で

認められた体表の寄生虫症に対して無投薬で対応でき

ることから安全安心な養殖魚、の生産に使用可能であろ

うと考えられた。しなしながら，本研究は 4週間とい

う短期間の希釈海水飼育であった。低塩分飼育が養殖

トラフグの肉質に与える影響について，実際の養殖が

数ヶ月にわたる飼育であることを考え併せると，より

長期間の飼育を行い，検討する必要があろう。

要 約

養殖トラフグの肉質に及ぼす希釈海水飼育の影響を

検討するために，養殖トラフグ 1歳 8ヶ月魚を通常海

水と希釈海水(塩分約1.1%)で 4週間飼育し，即殺後，

両区の血液値を測定するとともに氷蔵 1日目の肉質の

違いを普通筋の感覚色度，破断強度，圧出水分量およ

び官能検査値の点から検討した。また，皮膚に寄生す

る2種の寄生虫の寄生程度についても計測を行った。

両区間の血液値は試験期間中を通じて顕著な違いを認

めなかった。寄生虫の変化では，対照区は付着寄生虫

総数に大きな変化は認められなかったが，試験区で飼

育期間の延長に伴う寄生虫数の減少が認められた。普

通筋の肉質において感覚色度 L*値と♂値は有意な差

を認めなかったが， b*値は飼育 4週目で試験区が有

意に高かった。破断加重は試験区が飼育期間を通じて

高い傾向を呈し，圧出水分量は， 3週目以降で試験区

が低い値を呈した。官能検査における硬さおよび総合

評価では，試験区の評価が高かった。
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