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研究成果の概要（和文）：熱帯雨林は地球上で最も生物多様性の高い生態系の一つであり、その食物網は安定で
あると古くから考えられてきたが、その種数の多さや住み場所の多様性など調査の困難さから、実証的な研究は
ほとんどなかった。そこで、炭素・窒素安定同位体、放射性炭素同位体、アミノ酸窒素同位体を用いて、熱帯雨
林の代表的な動物であるハチ目の食性を解析した。その結果、過去7年間に明瞭な食性や食物網構造の変化は見
られず、従来指摘されている熱帯雨林の食物網の安定性を支持した。

研究成果の概要（英文）：Tropical rainforests are one of the ecosystems that have highest 
biodiversity, and the food webs have long been considered to be stable. However, the stability of 
the tropical rainforest food webs is poorly investigated because of the technical difficulty. In 
this study, we applied stable carbon and nitrogen isotopes of bulk samples, nitrogen isotopes of 
amino acids, and radiocarbon to investigate the feeding habits of Hymenopterans sampled in a 
tropical rainforest. Our results showed that there was no clear difference in their feeding habits 
during seven years, supporting the view on the stability of tropical rainforest food webs. 

研究分野： 生態学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
熱帯雨林は地球上で最も生物多様性の高い生態系である。同時に、急激に生物多様性が失われており、その保全
や復元が求められている生態系でもある。これら保全や復元には、そこに生息している生物の生態、特に何を食
べているのかといった食性に関する情報が必要である。本研究では野外観察だけでは得ることが難しいこれらの
情報を同位体手法を用いて推定し、その安定性を確認することができた。これらの情報は今後の生態系管理や復
元の基礎となるものと考えられる。また、本研究は多くの博物館に保存されている昆虫標本が生態系の現状を調
べる際の試料として極めて重要であることを意味している。
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１．研究開始当初の背景 
 

熱帯雨林は地球上で最も生物多様性の高い生態系の一つであり、その食物網は安定
であると古くから考えられてきた(MacArthur 1955; Elton 1958)。食物網の構造に関する実
証的な研究の多くは、対象とする生物種が比較的採集しやすい湖沼や海洋などの水域生態系
を対象にしたものである。一方、陸上食物網は、種数の多さや住み場所の多様性など調査の
困難さから、その安定性についての実証的な研究はほとんどない。さらにその安定性を実証
するのは長期の観察が必要であるため困難であった。 

近年、食物網解析に炭素窒素同位体を用いる研究が飛躍的に増えている。さらに最
近ではアミノ酸の窒素同位体によって動物の栄養段階を正しく評価する手法が開発されて
いる(Chikaraishi et al. 2014)。また、本研究の代表者らは新しい手法として放射性炭素を用い
て食物網の時間軸の推定を行っている。その結果、熱帯雨林の多くの動物が腐食連鎖に依存
することがわかってきた(Hyodo et al. 2006; Hyodo et al. 2015)。 

 
２．研究の目的 
 

そこで本研究では、過去に熱帯雨林で採取された昆虫標本のバルク（試料全体）の炭
素窒素同位体比、アミノ酸窒素同位体の測定、放射性炭素同位体の分析を行い、対象種の食性
と食物網の安定性を検証することを目的とした。対象として、熱帯地域で現存量が大きく、花
蜜食から捕食性まで多様な食性を持つハチ目の昆虫を用いた。 
 
３．研究の方法 
 

マレーシア、サラワク州のランビルヒルズ国立公園において 1993 年から 2000 年に
かけて採集された昆虫標本のうち、ハチ目のベッコウバチ 2 種、ミツバチ 2 種、ハナバチ 1 種
の後脚を分析試料として用いた。これら試料をスズカプセルに秤量した後、バルク炭素・窒素
同位体分析を行った。その同位体比の測定は元素分析計(Flash2000, Thermo Fisher Scientific, 
Waltham, MA, USA)に接続された連続フロー型同位体比質量分析計(Delta V Advantage, 
Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)を用いて行った。炭素窒素同位体比（δ13C、δ15N）
は以下の式で表される。 

δX=(R 試料/R 標準物質 − １)×1000（‰） 
X は対象とする同位体元素、R 試料と R 標準物質は試料と標準物質の 13C/12C あるいは 15N/14N、標
準物質は炭素の場合は PeeDee Belemnite、窒素の場合は大気の窒素ガスである。また試料の
一部について、先行研究 Chikaraishi et al. (2007)の方法にしたがいピバロイル/イソプロピル
エステル誘導体化した後、アミノ酸窒素同位体比を測定した。測定は燃焼炉と還元炉を介して
ガスクロマトグラフに接続されている同位体比質量分析計（ガスクロマトグラフ/燃焼/同位体
比質量分析計）(Delta V Advantage, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)を用いて行
った。各生物の栄養段階（TL)を次の式に従って栄養段階を求めた（図１）(Chikaraishi et al. 
2014)。 

TL = (δ15NGlu - δ15NPhe + 8.4)/7.6 + 1 
ここで δ15NGlu と δ15NPhe はグルタミン酸とフェニルアラニンの窒素同位体比である。 

 
また一部の試料について、放射性炭素同位体（Δ14C）の分析を行った。封管法によ

って試料中の二酸化炭素を精製、分取したのち、鉄粉の存在下で水素と反応させてグラファイ
トを精製した。このグラファイトを外注分析によってそのΔ14C を求めた。大気中の二酸化炭
素のΔ14C 値は以下の図のように冷戦期の大気圏核実験の影響で 1950 年以降上昇した。しかし、

functional diversity of ecosystems, not only because the
spectra provide information as to the variability, or range
of trophic roles played by consumer species, but also
because they indicate the central tendency of these spe-
cies. Thus, measuring trophic spectra empirically should
help tease apart the tangle of higher-order consumption
by effectively characterizing the trophic niches of omni-
vores and carnivores.

Knowledge of the trophic position (TP) of organisms
in food webs allows ecologists to track biomass flow,
apportionment among trophic groups, and the trophic
compositions of communities (e.g., Pimm 1991; Post
2002; Williams and Martinez 2004). Analysis of the stable
nitrogen isotopic composition (d15N) of amino acids rep-
resents a relatively new method that has been shown to
provide accurate and precise estimates of the trophic

position of organisms in aquatic and terrestrial systems
(e.g., McClelland and Montoya 2002; McCarthy et al.
2007; Popp et al. 2007; Chikaraishi et al. 2009; Steffan
et al. 2013). This approach is based on contrasting isoto-
pic fractionation during metabolic processes between
“trophic” and “source” amino acids (TrAAs and SrcAAs,
respectively). For example, glutamic acid, a representative
TrAA, shows significant 15N-enrichment (8.0& on aver-
age) during the transfer of biomass from one trophic level
to another because its metabolism starts with transamina-
tion/deamination, which always cleaves carbon–nitrogen
bonds (Fig. 1). Conversely, phenylalanine, a representative
SrcAA, shows little 15N-enrichment (+0.4& on average)
because its metabolism begins with the conversion of
phenylalanine into tyrosine, which neither forms nor
cleaves carbon–nitrogen bonds (Fig. 1). Thus, given the
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Figure 1. (A) Schematic illustration of the

relationship between d15N values of amino

acids (glutamic acid and phenylalanine) and

trophic level in food webs (after Chikaraishi

et al. 2007, 2009), and (B) initial steps of the

dominant metabolism for glutamic acid and

phenylalanine in animals.
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Food Web View by 15N/14N of Amino Acids Y. Chikaraishi et al.

図 1 栄養段階とグルタミン酸及び

フェニルアラニンの窒素同位体比の

関係(Chikaraishi et al. 2014) 



1963 年の大気圏核実験禁止条約の締結後、海洋や陸上生態系への取込、また化石燃料の由来の
二酸化炭素の増加により急激に低下している（図２）。先行研究により、陸上生物の多くは作ら
れてから 10 年以内の光合成産物を利用していることがわかっている(Hyodo et al. 2012)。従っ
て、1963 年以降の二酸化炭素のΔ14C 値と生物のΔ14C 値を比較することで、その生物が何年
前の光合成産物に依存しているか、その食物年齢（diet age）を推定することができる(Hyodo et 
al. 2006)。食物年齢は次の式で求めた(Hyodo et al. 2015)。 

食物年齢(年) = (2074 - 16.7×ln(Δ14C)) - t 
ここでΔ14C は試料のΔ14C 値、t は採集年である。 

 

 
４．研究成果 
 ベッコウバチ 2 種、ヤミスズメバチ 1 種、ミツバチ 2 種、ハナバチ 1 種の炭素窒素同
位体比は先行研究で報告されている値と同様であった(Hyodo et al. 2011)。炭素同位体比は捕
食性のベッコウバチで高く、ヤミスズメバチ、ミツバチ、ハナバチで低い傾向があった。窒素
同位体比は捕食性のベッコウバチ 2 種、雑食生のヤミスズメバチ、花蜜食性のミツバチ、ハナ
バチで低い傾向を示した。さらに、これらの値に明瞭な経年変化はみられなかった。このこと
は 7 年間の採集期間中、これら昆虫の食性に大きな変化は見られなかったことを示唆している。 
 アミノ酸窒素同位体分析の結果も同様に、ベッコウバチで 3以上の高い栄養段階を示
し、ミツバチ、ハナバチで２程度の低い栄養段階を示した。これらの栄養段階には明瞭な経年
変化がなく、食性や食物網構造に大きな変化がなかったことを示唆している。 
 さらに、放射性炭素同位体分析から推定した食物年齢の結果も、先行研究と同様
(Hyodo et al. 2015)、ベッコウバチ 2 種が古い年齢を示し、ミツバチ、ハナバチで最も若くほ
ぼ 0 年を示した。これらの食物年齢も炭素・窒素同位体比と同様に明瞭な経年変化を示さず、
その食性に大きな変化がなかったことを示唆している。 
 以上の結果は、1993 年から 2000 年の間には、食性や食物網構造には大きな変化はな
く、従来指摘されているような熱帯雨林生態系の安定性を示していると考えられる。今後、こ
れらの結果を論文としてまとめながら、さらに同種個体の反復や対象とする生物種を増やすな
どして、本研究で得られた成果を検証していくことを予定している。本研究の成果は、標本試
料を用いた陸域の過去環境を復元する手法の開発につながることが期待される。 
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