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研究成果の概要：「アミノ酸化合物の窒素同位体比」による水域生物の食物網解析手法について、化

学固定保存の影響が分析誤差の範囲内であり、標本試料からの生態系構造復元が可能であることを

確認した。また実際の湖沼・河川生態系生物への応用研究により、長期観測を行わずとも、数匹の魚

類試料の採取・分析により、その魚類の栄養段階の推定が可能であることを示した。 
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研究分野：生物学 
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１．研究開始当初の背景 
  【全窒素安定同位体による食物網解析】 
有機炭素・窒素などの安定同位体比を利用した

食物網解析法は、簡便な安定同位体比自動分

析システム（元素分析計/同位体比質量分析計, 
EA/IRMS）の普及とともに、この10年間で我が国

の生態学研究の世界にも急激に浸透してきた。

この手法の基本は「生態系生物の全窒素安定

同位体比（δ１５NTN）は一つの捕食プロセスごと

に約3.3‰ずつ上昇する」という経験則（DeNiro 
and Epstein 1981, Minagawa and Wada 1984）で

ある(図1)。この経験側を用いると、ある食物網内

の「一次生産者(以下、生産者)の全窒素安定同

位体比（δ１５NTN生産者）」と「消費者の全窒素安定

同位体比（δ１５NTN消費者）」の差を、一段階ごとの

δ１５N上昇率(3.3‰)で割ることで、その消費者

の内包する捕食プロセスの数、つまり栄養段階

（TL）が数値として求められる（次式）。 
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図 1 生態系生物の栄養段階（TL）と全窒素安定同位体比

（δ15NTN）の関係(水域生態系での例)。捕食により 15N が濃

縮されてδ15NTN が 3.3‰ずつ上昇する (DeNiro & Epstein 
1981, Minagawa & Wada 1984) 



 TL消費者A = （δ１５NTN消費者A- δ１５NTN生産者）÷ 3.3 
 
この3.3は一捕食プロセスあたりのδ１５NTN濃縮

率のことである。この法則は基本的に生態系生

物の種類を問わず成立し、異なる生態系間の食

物網を数値として比較したり、安定同位体比マッ

プという形で図式化しての構造解析をも可能に

する。このため生物を超えた生態系環境全体の

物質循環解析ツールとしても重用されている。 
 
【現存手法の課題：生産者の同位体比】 
 上式で明らかなように、δ１５NTN値による手法

では、消費者だけでなく始点となる一次生産者

のδ１５NTN値が不可欠となる。しかし、現実の生

態系、特に水域生態系では生産者の「正確な」

δ１５NTN値を得ることは大変難しく、これが多くの

研究において障壁のひとつとなってきた。なぜな

ら、水域生態系の生産者（植物プランクトン）は

魚類などの消費者に比べ個体寿命が著しく短く、

環境条件に応じて日単位・週単位で頻繁に種

組成や成長段階が変化するが、δ１５NTN値もこ

れらの変動と関連して大きく（10‰も稀ではな

い）変動するからである。（そのδ１５NTN値変動メ

カニズムは解明されていない, Needoba et al. 
2003など）。研究者らは、生産者の時系列サン

プリング、沈降物質や堆積有機物などの「代替

値」の利用などの手段をもって対応してきたが、

生産者同位体比が不確かであるが故に結果の

解釈が未消化に終わる事例も少なくない。この

ため、過去20年間にわたり「生産者のδ１５NTN

値」は、δ１５NTN値を用いた食物網解析の、大き

な課題として残されたままであった。 
 
【新手法の提案：アミノ酸安定同位体比】 
 上記の問題点に対して、2002年にジョージア大

Montoyaらの研究グループにより提唱されたの

が、アミノ酸化合物の窒素同位体比を用いる方

法である。McClelland and Montoya（2002）は生

物の蛋白質由来の10種のアミノ酸化合物の窒

素同位体比を、ガスクロマトグラフィー/質量分析

計（GC/C/IRMS）を用いてより簡便に同時測定

する手法を開発し、培養した植物プランクトンと

その捕食生物を加水分解して得られたアミノ酸

化合物の同位体比を求めた。この結果アミノ酸

化合物には窒素同位体比（δ１５Nアミノ酸）が捕食

プロセスによる１５N濃縮に関与しない、つまり栄

養段階によらず一定の値のもの（図2のPhe, 
Met）と、捕食により顕著な上昇をするもの（図2
のGlu）とがあることを発見した。そしてこの「栄養

段階に影響されないアミノ酸」のδ１５Nアミノ酸値を

利用することで、消費者のδ１５Nアミノ酸値の組み

合わせから、消費者の栄養段階を算出する計算

式を打ち出した（次式）。 
 
 TL消費者=（δ１５NGlu消費者- δ１５NPhe消費者）÷δ１５NGlu濃縮率 
  （*δ１５NPhe消費者 = δ１５NPhe生産者 であるため） 
 
この式を用いれば、一次生産者の直接分析を行

うことなく、消費者生物単独の分析で栄養段階

評価が出来る。つまりこれまで全窒素同位体比

による食物網解析が抱えてきた「生産者同位体

比の決定」という難関を、克服できるのである。

 
２．研究の目的 
 生物の全窒素の安定同位体比を用いた水域

生態系の食物網解析について、その大きな課

題である「一次生産者の同位体比決定の困難

さ」に焦点を置き、これを解決したより有用

性の高い新しい「同位体比食物網解析」ツー

ルとしての、「アミノ酸化合物の窒素同位体

比」による食物網解析手法を確立する。 
 申請者のグループでは、既にアミノ酸化合物

の窒素同位体比測定法の習得に成功し、いくつ

かの予備的実験の結果から、この手法の実用性

に非常によい感触を得ている。よって本研究で

は、複数の生態系より採取した生物試料での分

析検討を通してこの手法をより完成度の高いもの

とし、従来手法の問題点を克服した、水域生態

系での食物網解析のための新たな手法として確

立させることを 大の目的とした。何をどこまで明

図 2 生態系生物の栄養段階(TL)と全窒素、各種アミノ酸（Glu, 
Phe, Met）の窒素同位体比(δ15N)の関係 

(McClelland and Montoya 2002, 力石ほか 2006)
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らかにするかについては以下のとおりである。 
 
【アミノ酸窒素同位体比による栄養段階推定手

法の確立と一般性の確認】 
 McClelland and Montoya らが実験培養生物

（一次生産者・一次消費者）での結果から提唱

したアミノ酸栄養段階推定の理論を、実際の環

境生物に対しても適応し、その有効性を確認

する。さらに、より高次の消費者や、琵琶湖・バ

イカル湖・海域などの異なる生態系環境の生

物を用いて、その一般性・普遍性について検

証する。 
 
【応用研究による具体例の蓄積】 
 申請者がこれまで研究を行ってきたバイカル

湖と琵琶湖に焦点をあて、現在の魚類・プラン

クトン試料のほか、1947-1995年の期間に継続

的にバイカル湖で採取・保管された標本試料、

1912-1997年に琵琶湖で採取された魚類標本

試料等を対象に、本研究の有用性について検

証しつつ、水生生物の栄養段階解析等を実施

する。 
 

３．研究の方法 
 McClelland and Montoya らが実験培養生物

（一次生産者・一次消費者）での結果から提唱し

たアミノ酸栄養段階推定の理論が、実際の環境

生物に対して適応し、本手法による栄養段階推

定の有用性を検証する。これには 3 栄養段階ま

での培養試料のほか、琵琶湖・バイカル湖・海域

などの異なる生態系環境の生物についてアミノ

酸窒素同位体比測定を行う。現存の水界生物に

関しても、従来の生態学的手法により栄養段階

情報の明らかなもの、及び、従来法と全窒素安

定同位体比法のいずれにおいても栄養段階情

報の明確とならなかった試料について、アミノ酸

窒素安定同位体比手法を適応し、手法の応用

性の確認と、実環境における知見の蓄積を行う。 
 
４．研究成果 

 アミノ酸化合物の窒素同位体比の生態学的

利用に関しては既に一次生産者(栄養段階

(TL)：1)と一次消費者(TL:2)の生物に関して、

(A)水棲生物種間でアミノ酸種間の安定同位

体比分布のパターンが類似し、(B)特定のアミ

ノ酸種でのみ捕食による 15N 濃縮がある、(C)

特定のアミノ酸窒素同位体比分布から「栄養

段階の算出」が行えることが示されている。 

 本研究では栄養段階の明らかな培養/天然

生物（植物プランクトン・動物プランクトン・

魚類）を用いた実験から、TL３以降の高次消

費者(魚類)での本手法の正確性と、化学固定

保存の影響が分析誤差の範囲内であり、標本

試料からの生態系構造復元が可能であること

を確認した。 

 またバイカル湖で過去 50 年間に採取され

たサケ科魚類ウロコ、1995 年に採取された沖

帯生態系試料を測定し、バイカル湖生態系内

の窒素を中心とした捕食生態系を再現した。

結果は、過去の生態学的な観察研究で得られ

た知見とよい整合性を示した。 

 天然飼料への応用研究として、琵琶湖とそ

の流入河川で、過去 50 年間および近年におけ

るアミノ酸窒素同位体比法による魚類の栄養

段階と一次生産者窒素同位体比の復元を行っ

た。この結果、琵琶湖の一部河川で観測され

てきた、魚類の全窒素同位体比における顕著

な 15N 濃縮の原因が、これまで考えられてきた

ような、環境変動による魚類の食性変化（栄

養段階の上昇）ではなく、河川水中の無機態

窒素同位体比の変化であったことを明らかと

なった。 

 このように、従来の全窒素法では長期にわ

たる観察と、多種試料の採取・測定を必要と

する研究が、アミノ酸手法を用いることで、

数匹の魚類試料の採取・分析により実現可能

であると示されたことは、本手法の有用性と

今後への可能性を端的に示す結果であると評

価している。 
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