よ く知 られてい るよ うに,生 体内の タンパ ク質
を構成す るア ミノ酸 はわずか 20種 類 しか ない。
しか もそ の代謝 に関わるプ ロセスは各種 生物間で
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ほとんど等 しい。その結果 ,た とえば水界 に生息
す る独立栄養生物 (藻 類やシアノバクテリアなど)は ,種
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や属 といつた進化系統 の位置にかか わ らず ,グ ル
タミン酸の窒 素同位体比 はフェニ ルア ラニ ンのそ
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生 き物 の炭素や窒素 の安定同位体比 (。 Cと 6Nの
合有比)を 測ることによつて,生 き物同士が織 りな
す複雑な食物網が解析できることは広 く知 られて
い る1。 特 に窒素 につい ては,軽 い 同位体 ,つ ま
15Nよ

Nの ほうが,重 い同位体である
り少 し
だけ速 く代謝 されることを利用 し,生 き物の栄養
り

段階を推定す るのに用 い られてきた。なんと言 つ

れ よ り平均 して 3.4%。 高 い値 をもつ な ど,5Nが
一定 のルー ルに従 つて分配 される3。
微 生物 を除 く従属 栄養生物 は,必 須 体 可欠)ア
ミノ酸 であるフェニ ルアラニ ンを常 に餌 に求める
しかない。つ ま りどれほ ど高次 の捕食者 といえど
も,そ れが もつ必須ア ミノ酸 の起源 は藻類 な どの
独立栄養生物 にある。 さらに,フ ェニ ルアラニ ン

てもこの手法の魅力は, 自然界で繰 り広げられる
「捕食報 食」 とい うきわめて複雑 かつマ クロなプ

対加されて
が生体内で代謝 される(フ ェニル基に水酸基力

ロセスが,シ ンプルかつ ミクロな化学シグナルと

め,理 論的 にはフェニ ルアラエ ンの窒素同位体比

して捉えることがで きる点にある。その手軽 さが
受けて,こ れまで数多 くの生態系 の解析に用い ら

は食物連鎖 を通 してほぼ一定 に保たれる。実際
さまざまな系 につい て調べ てみると,栄 養段 階が

れてきた2。

上がって もほ とん ど変 わ らない (1栄 養段階につき,そ

食物網 を知るうえで,「 栄養段階」 は重 要なパ
ラメー タの一つである。栄養段階 とは,一 次生産

の上昇幅は平均0.4‰ のみ)3。

者が 1,植 食者 は 2,植 食者 だけを食べ る動物 は

も合成可能 な非必須 (可 欠)ア ミノ酸であ る。その

3と い うように定義される数値で,植 物 と植食者

ため動物体内中に存在す るグルタミン酸 は,餌 か

を同量食べ る動物などの場合は 2.5と 小数になっ
た りもす る。従来の手法 を用 い てこの「栄養段

ら得た もの と自ら合成 した もの との両方が混在 し
て い る。 さらに生体内における代謝 で,ア ミノ基

階」を推定 しようとすると, しばしば定量性の間

が脱離 してケ トグルタル酸 になる際に同位体分別

題にぶ ち当たって きた。 自然界で一次生産者が利
用する窒素源が元来 もつ,同 位体組成のゆらぎの

が起 きるか ら事 は複雑 だ。 しか し培養実験 の結果

影響 を受けるのである。 ところが最近にな り,こ
の問題点 を克服 し, よ り正確な栄養段階 を推定す

は,被 食者 の それに比 べ て規則的 に高 くな り,そ

る手法が筆者 らのグループによつて開発 されたの
で,こ こで簡単 に紹介することにしたい。

チロシンになる)際 には窒素同位体比が変化 しない た

,

それに対 してグルタミン酸 は,動 物 の体内中で

によると,捕 食者 のグル タミン酸 の窒 素同位体比
の差は平均

8.0%。

(lσ =1.2‰ ,″

=9)で あ つた。

ここに述べ たことを,栄 養段階 と関連づ けた数
式 として表す と以下の ようになる

4。
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威力 を発揮 す るのであ る

5。

ただ し陸上生態系 と

水界生態系 とでは,栄 養段 階の推定式 の係数が異
な っている。おか げで私たち人間の よ うに,水 陸
両方 の生 き物 を口にす る生物の栄養段 階を一 義的
に推定す ることは残念 なが らで きない。 とはい え
最近,縄 文人 の食性 につい て,骨 コラーダ ンの ア
ミノ酸窒素同位体比 を他の手法 と巧みに組 み合わ
せ ることによつて定量的な解析 に成功 した6。
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ここで紹介 した新 しい方法論 は単 に生態系の解
析 にとどまらず ,近 い将来 ,私 たち人間の病理解
7も
析 含 め,生 命活動 に関わる多岐 のテ ーマ に広
が ってい くもの と期待 してい る。

*u
1-M.

図一 アミノ酸の窒素同位体比を用いて推定 した水界に生息する
各種生物の栄養段階

[栄 養段階]=(が
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Minagawa & E. Wada: Geochim. Cosmochim. Acta, 48,

135(1984)
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Wada: Proc. Jpn. Acad Ser. 8,85, 98(2009)
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4-Y. Chikaraishi et al.: Limnol. Oceanogr. Method,7,740(2009)
5-Y. Chikaraishi et al.: in 'Earth, Liie, and lsotopes', N. Ohkou-
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この式 の重要 なポイ ン トは,水 界 中に生息する生
き物 の栄養段階が ,グ ルタミン酸 (Glu)と フェニ ル
アラニ ン(Phc)の 窒素同位体比 の差 だけの関数にな

chi et at.6ds., Kyoto University Pr€ss(2010)pp.37-51
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Naito Et al.: Am. J. Plrys. Anthropol., 143,31 (2010)
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るとい う点 だ。言 い換 えると, 目的生物 の試料 さ
え手にすればその栄養段階を推定 で きる。 これは

,

生態系 を構成す るあ らゆる生 き物 を測 つては じめ
て栄養段階が見 えて くる従来法にはない大 きなメ

大院君の飛行戦 闘船 (下 )

リッ トである。 さらに栄養段階 の推定誤差 は,筆
者 らが培養生物 などをもとに調べ た ところによる

き
えきふとうし
植木不書式 う
サイエンスライター

と 0.1程 度 ときわめて小 さい。
あ ま りに美 しい ツ ー ルの 出現 に私 た ち 自身 も

兵器が科学 。技術 の産物 だ とした ら,超 兵器 は

少 々戸惑 い なが らも,こ れ まで 150種 を超 える

科学 ・技術 の合理性 を超越 した存在である。危機

さまざまな生物 を分析 して きた。図はその一部 に

に際 して生 き残 りを果 たそ う とい う企図,状 況が

つい て示 した ものである。誌面 の都合 上 ,個 々の

た とえ絶望的であ つて も希望 を捨てない人間的な

結果 について詳 しく解説 は しないが,図 に示 した
結果 には, これ まで半定量的に しか捉 えられて こ

振 る舞 い,科 学 ・技術 の力 をわ きまえつつ その力
を乗 り越 える別 の合理性 を求め よ う とす る思 い。

なか つた栄養段階 とい うパ ラメー タを,定 量的な
数値 として表現す ることの重要性 を改めて思 い知

そ う した思 いが生み出す起死回生の兵器 =超 兵器
は,い わば科学 ・技術 と人 々との,身 を切 るよう

らされる。

な対話 のひとつのかたちで あるに違 い ない。

背後 に存在す る理屈 は ともか く,陸 上植物 につ
いて も似た関係が成 り立つ ことも明 らかにな つて

列強 か らの軍事的危機 をとりあえず はねのけた
自信 と不安 の 中にあ つた 1860年 代後半 の朝鮮 も

きた。「ア ミノ酸法」 は,陸 上生態系 の研 究 に も

また,ひ とつ の超兵器のイ ンキ ュベー ター となつ
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