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トル マ リン石粉 末 の添 加給 与が 肥育豚 の産 肉形質 お よび脂肪 酸組成 に及 ぼす影響
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1    はじめに

トルマリンは電気石と呼ばれ常に微弱な電気を発

生する性質があ り、水をイオン化 し弱アルカリ性に

変える働きが知 られている 1)。
筆者 らは粉砕 した ト

ルマ リン石の中を通過させた水 (ト ルマ リン水)の
飲用により肥育豚の腸内菌が乳酸菌主体の良好な菌

叢に変化するとともに、一日平均増体重などの発育

成績が改善することを報告 している 2)。 本報では ト

ルマ リン石粉末の添加給与が肥育豚の産肉成績等に

及ぼす影響を調査 した。

2   試験方法

3ミ クロンに粉砕 した トルマ リン石を重量比で

01%添加または無添加とした市販配合飼料を、ラン

ドレース種の肥育豚 10頭 に体重 60kgか ら 110■g

まで給与 した。飼育管理は単飼、不断給餌および自

由飲水とした。体重 1lokg到達時点で湯はぎ法によ

りと殺解体 し、産肉能力検定基準
3)に

準 じ発育成績、

枝肉形状を調査 した。脂肪酸組成は第 4‐5胸椎間の

背脂肪外層および内層脂肪、胸最長筋の筋肉内脂肪

を測定 した。背脂肪外層および内層脂肪はベンゼン

で脂肪抽出後、05Nナ トリウムメ トキシ ドを加え

50℃ で 10分 間メチル化 した後、筋肉内脂肪は、凍

結乾燥 した脱水肉片か らエーテルによ り脂肪を抽出

し、抽出 した脂肪に 5%無水 メタノールを加えて

95℃ で 3時間メチル化 した後、ガスクロマ トグラフ

(日 立 G‐5000)に よ り脂肪酸組成を分析 した。デ

ータは腹毎に遺伝的な補正を行つたのち Dancanの

方法により有意性を検定した。試験は平成 14年 11

月 19日 か ら平成 15年 3月 2日 まで行つた。

3   試験結果および考察

発育成績を表 1に 示したが、 トルマ リン石粉末添

加区 (添加区)が無添加区に対 し肥育日数が長く、

試験終了時体重が大きくなったものの、 ―日平均増

体重および飼料要求率では両区の間に有意な差は認

められなかった。表 2に は枝肉形状を示 したが、ら

ん じる脂肪厚で無添加区の 317cmに 対 し添加区

が 374c m、 腹脂肪厚では無添加区の 268c mに 対

し添加区が 317c mと それぞれ有意に厚 くな り、背

脂肪厚平均でも無添加区 (3 13C m)に対 し添加区

(369C m)が厚 くなる傾向が認め られた。脂肪酸

組成 (表 3)では、背脂肪外層でオ レイン酸の割合

が無添加区の 4618%に対 し添加区が 4723%と有

意に多くな り、リノール酸およびリル ン酸は無添

加区がそれぞれ 898%、 055%だつたのに対 し、添

加区がそれぞれ 810%、 043%と 有意に少なかった。

筋肉内脂肪ではステアリン酸および リノレン酸の割

合は無添加区がそれぞれ 1389%、 013%だつたの

に対 し添加区はそれぞれ 1502%、 018%と 有意に

多くな り、リノール酸が無添加区の 561%に 比べ添

加区が 482%と 有意に少なかった。また、飽和脂肪

酸および不飽和脂肪酸の割合では無添加区がそれぞ

れ 4233%、 5767%、 添加区がそれぞれ 4387%、

5613%と な り、無添加区に比べ添加区の飽和脂肪酸

割合が高かった。

トルマリン水の飲水試験で認め られた発育性の改

善が トルマ リン石添加給与では認め られなかった。

トルマ リン水の試験は春か ら夏にかけて行い、 トル

マリン石は冬場に試験が行われてお り季節的に同

の条件ではなかったので単純に比較できないが、冬

場において トルマ リン石添加給与は発育に影響を及

ぼさないことが示された。 トルマリン石添加により

脂肪蓄積に対 してプラスの作用が認められ、脂肪酸

組成にも影響を及ぼした。添加区の給与飼料は無添

加区の飼料に トルマリン石粉末を 01%添加 したも

のなので、飼料の栄養が原因とは考えにくく、 トル

マリン石が豚の体内で脂肪代謝に何 らかの影響を及

ぼしたものと考えるのが妥当と思われる。試験の時

期が冬場であったことか ら環境的には寒冷条件であ

った。寒冷条件では体温維持などの維持エネルギー

が増加するため肥育豚の脂肪蓄積が抑制されるとと

もに、飽和脂肪酸が維持エネルギーに利用されるた

め蓄積脂肪中の飽不口脂肪酸割合が減少することが報

告されている つ。寒冷により低下する脂肪蓄積が、

トルマリン石の何 らかの作用により蓄積低下が抑え

られ、脂肪酸組成では飽和脂肪酸害」合が筋肉内脂肪

では有意に高くな り、その他の部位でも有意な差は

認め られなかったものの数値的には高くなったので
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はないかと考えられる。 表 2 トルマリン石粉末添加給与が豚の脂肪酸組成に

及ぼす影響

4   まとめ
無添加区

トルマリン添加

区
項 目

山形県内では冬場に肥育豚の薄脂の発生が増加 し、

枝肉格付けの等級が低 くな りやすい傾向が見 られる。

肥育豚への トルマリン石粉末の添加給与は、冬場に

おいて脂肪蓄積にプラスの作用が認め られたことか

ら、冬場の薄脂対策 として有効であると思われた。
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表 1 トルマ リン石粉末添加給与が豚の発育性に及ぼ

す影響

背脂肪外層

ミリステン酸(%)

ハ
゜
ルミチン酸(%)

ハ
゜
ルミトレイン酸(%)

ステアリン酸(%)

オレイン酸(%)

リノル酸(%)

リルン酸(%)

飽和脂肪酸割 合

(%)

不飽和脂肪酸割

合(%)

160 ■005

2648  ■052

233 ±056

1387 ■078

4618 ■033

898  ■062☆

055  ■007・

4195 =122

5805 ■122

155  ±068

2671 ■060

202 ■054

1397 ■070

4723  ■075'

810  ±049

043  ■002

4222  ±114

5778 ■114

背脂肪内層

ミリスチン酸(%)

,ゞ ルミチン酸(%)

ハ・ルミトレイン酸(%)

ステアリン酸(%)

オレイン酸(O/。 )

リツール酸(%)

リルシ酸(%)

飽和脂肪酸割合

153 ■009

2842  ±075

140 ■013

1767 ■052

4322  ■062

735  ■060

040 ■007

4762  ■051

147  ■010

2835  ■083

127 ■020

1823  ■120

4312 ■090

719 ■037

037 ■005

4805  ■082

項 目 無添加区
トルマ リン添加

区

(%)

不飽 和脂肪 酸割  5238 ■051  5195 ±082

合(%)開始体重(kg)

終了体重(kg)

飼料摂取量(kg)

肥育日数

一日平均増体重(g)

飼料要求率

607  ■12

1105   ■08

1728 ■109

495 ■44

1014 ■105

347 ■023

609  ■12

1121 ■09■

1819 ■46

518 ■36

994 ±66

355  ■006

筋肉内脂肪

ミリスチン酸(%)

ハ・ルミチン酸(%)

,ゞ ルミトレイン酸(%)

ステア17酸 (%)

オレイン酸(%)

リツル酸(%)

リルン酸(%)

飽和脂肪 酸割 合

(%)

155 ■013

2688  ■047

378 ±011

1389  ■023

4815 ■086

561 ■056オ

013  ■004

4233  ±043

156 ±008

2730  ■044

329  ■033

1502  ±042・

4784  ±073

482  ■033

018 ■002'

4387  ■055姜

注 1)平均値士標準偏差

注 2)★ : p<005

表 2 トルマ リン石粉末添加給与が豚の枝 肉成績 に及

ぼす影 響

項 目 無添加区
トルマ リン添加

区

不飽和脂肪酸割  5767 ■043■  5613 ■078
合(%)

脂肪含量(%) 486  ■130    617  ±105冷と体重(kθ

背脂肪厚平均em)

肩(cm)

背(cnl)

腰(cm)

らんじる脂肪厚(cm)

腹脂肪厚(cm)

826  ■17

313 ■049

342  ■055

240 ±051

356  ■049

817 ■050

268  ■025

840 ±13

369 ■054

410 ■077

292  ■044

404 ■050

374  ±060★

317 ■034'

注 1)平均値 ±標準偏差

注 2)':pく(o o5

注 1)平均値土標準偏差

注 2)':p<o o5
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