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Abstract   Carbon and nitrogen stable isotope ratios (δ13C and δ15N, respectively) have 
been widely used to estimate food habits of animals, based on constant differences in 
isotope ratios between such animals and their diets, namely, trophic (diet–tissue) 
discrimination factors (TDF). However, recent studies have found the latter to vary more 
between different tissues or species than recognized previously. An aquarium experiment, 
in which ayu (Plecoglossus altivelis altivelis), a representative Japanese freshwater fishery 
resource, were cultivated with isotopically identical food (well-mixed commercial fish 
food), thereby obtaining TDF specific to muscle tissue, ovarian tissue and epidermal 
mucus, enabled estimation of the effect of lipid content on δ13C values. That in muscle 
tissue was 0.8‰–5.6‰ higher in lipid-eliminated samples than in untreated ones and was 
dependent on bulk C:N ratios, whereas the lipid content and its effect were constant in 
ovarian tissue. Lipid correction equations specific to muscle tissue of ayu were obtained by 
regressions on bulk C:N ratio, according to previously reported models. Lipid-free TDF in 
δ13C values differed between muscle tissue (2.4‰), ovarian tissue (1.9‰) and epidermal 
mucus (1.0‰). TDF in δ15N values also differed between muscle tissue (2.5‰), ovarian 
tissue (1.6‰) and epidermal mucus (1.5‰). The TDF and lipid correction equations for 
ayu demonstrated in this study enable accurate estimation of food habits and migration 
ecology of the species.

*Corresponding author: Department of Science and Technology, Ryukoku University, 1–5 
Yokotani, Seta-Oe, Otsu, Shiga 520–2194, Japan (e-mail: hayato.5737@gmail.com)

安定同位体分析は，動物の食性や移動生態を
把握する有力なツールであり，生物資源を

管理する上で重要な情報を提供する（Peterson and 
Fry, 1987；Post, 2002）．この分析により得られる
動物の炭素，窒素安定同位体比（以後，δ13C，
δ15N）には，餌生物の同位体比を一定値（濃縮係数）
だけ変化した値を示すという経験則が知られてい
る（DeNiro and Epstein, 1978；DeNiro and Epstein, 
1981；Peterson and Fry, 1987）．この経験則に基づ
くと，動物の食性や移動生態が推定できる．さら

に，筋肉，肝臓，血漿，粘液など，生元素の置換
速度が異なる組織の同位体比の値は，数日，数週
間，数ヶ月といった異なる時間スケールの食性情
報を提供し，複数の組織を組み合わせた同位体分
析への期待が高まっている（MacNeil et al., 2005；
Heady and Moore, 2013）．
濃縮係数は一定の値を示すと考えられてきたが

（DeNiro and Epstein, 1978；Minagawa and Wada, 
1984；Fry and Sherr, 1989），近年，生物種や組織
によって異なることが分かってきた（Pinnegar and 
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Polunin, 1999；Caut et al., 2009）．したがって，野
生動物における同位体比のデータの解釈には，種
や組織ごとに濃縮係数の違いを把握する必要があ
る．また，組織内の脂質の含有量が δ13Cの値に
影響を与える．脂質とタンパク質では δ13Cの濃
縮係数が異なるため，脂質含有量が変動する種や
組織を分析した場合，対象生物の食性や移動とは
独立に δ13Cが変化する（Focken and Becker, 1998）．
したがって，脂質を同位体分析の前に除去（脱脂）
することが望ましい．一方，脂質には窒素が含ま
れず，また脱脂処理によって δ15Nが不規則に変
化するため，δ15Nの分析においては，脱脂処理を
避ける方が適切である（Sotiropoulos et al., 2004）．
すなわち，δ13Cは脱脂した試料を，δ15Nは脱脂し
ていない試料をそれぞれ用いて，別々に分析する
ことが最適であるが，費用と労力が倍増するため，
多数の試料を扱う場合には現実的でないこともあ
る．この問題を解決する方法として，組織の脂質
含有量が δ13Cに及ぼす影響を C：N比で補正する
脂 質 量 補 正 式 が 複 数 提 案 さ れ て い る
（McConnaughey and McRoy, 1979；Fry, 2002；Post 

et al., 2007；Logan et al., 2008；Hoffman and Sutton, 
2010）．これらの先行研究から，全魚種や全組織
に汎用の補正式よりも，種，組織ごとに特異的な
補正式の方が，脱脂した場合の δ13Cを精度良く
推定できることが分かっている（Logan et al., 
2008；Hoffman and Sutton, 2010）．
アユ（Plecoglossus altivelis altivelis）は日本に生

息する淡水魚の中では水産上の有用性が高い魚類
の一つで，2015年度の漁獲統計では約 7,500 tの
漁獲量を誇り，内水面漁業漁獲量の魚類全体の約
11%を占める（農林水産省，2016）．これまでア
ユの資源管理を目的とした研究は盛んに行われて
き た が（ 楠 田，1963； 東，1970； 相 澤 ほ か，
1999），安定同位体分析を用いた研究は，食物網
構造を解析する一環としてアユの栄養段階を明ら
かにしたものに留まっている（Yamada et al., 
1998）．組織ごとの濃縮係数と脂質量補正式が決
定されれば，食性や放流個体の移動などの解明に
繋がり，安定同位体分析によるアユの研究の発展
に寄与することが期待される．そこで本研究では，
餌を統一して養育されたアユを用いて，筋肉，粘
液および卵巣の濃縮係数を算出した．安定同位体
分析で一般的に用いられてきた筋肉に比べ，粘液
は置換速度が大きいため，比較的短期間の食性を
反映する（Church et al., 2009）．卵巣は成熟期の生
息場所や食性の推定に利用できると考えられ，異

所的に成長し同所的に産卵する生活史多型を持つ
アユ（東，1973）の産卵生態を解明するツールと
なるだろう．さらに，これらの組織のうち脂質を
含まない粘液を除き，筋肉と卵巣については脱脂
の有無による δ13C値の差と C：N比との対応を検
討し，組織中の脂質含有量の影響を組織中の C：
N比の値によって補正するための脂質量補正式を
決定した．

材 料 と 方 法

飼 育 環 境　本研究に用いたアユは，琵琶湖
（34˚58 '55 .6 ″N,  135˚54 '22 .0 ″E–35˚30 '52 .1 ″N, 

136˚09'49.1"E）で 2001年に採取された個体を岐阜
県水産研究所（35˚22'17.5″N, 136˚48'22.8″E）で累代
飼育してきた系統である．試供魚は，2015年秋
に孵化して以降，実験飼育を開始した 2016年 5
月まで，同研究所の屋内飼育室において，塩分濃
度 0.5%に調整した水を循環させた直径 2.4 mの
円形水槽で畜養された．畜養期間中に与えた餌
は，ワムシと配合飼料を任意の割合で混合したも
のである．実験開始前に 1週間かけて水槽を徐々
に淡水化し，アユを淡水に馴化させた．2016年 5
月 23日に幼魚 71個体を 3,000 lの長方形型 FRP
水槽に移し，水温 16–17˚Cの地下水を掛け流した
状態で実験飼育を開始した．以後，実験飼育中は，
開始時のアユの総重量（411 g）の約 7%に当たる
配合飼料（アユ用配合飼料 4号，日本農産工業株
式会社；成分：粗タンパク質 46%以上，粗脂肪
3%以上，粗繊維 2.5%以下）を，毎日 1回，日中
に給餌した．配合飼料は，同位体比が均等になる
ように実験飼育開始前によく撹拌し，攪拌後に 3
点を採取して同位体分析に供した．実験飼育開始
から 112日後の 2016年 9月 12日に，39匹のアユ
を採取して –22˚C以下で冷凍保存した．各個体を
個別のユニパックに保存することで，粘液等が別
の試料から混入することを防いだ．実験飼育期間
中にアユの体重は 5.8 g（3.9–7.7 g，最小 –最大）
から 61.1 g（34.1–81.8 g）に増加しており，実験
飼育前に形成された組織は全体の 9分の 1以下に
希釈された．すなわち，アユの同位体比は餌の値
を反映した定常状態に至っていると判断し，餌と
して与えた飼料とアユの同位体比の差を濃縮係数
とした．

分析用試料採取と脱脂　冷凍した各個体を解凍
し，できるだけ手早く，粘液，筋肉，卵巣（メス
のみ）の順に採取した．粘液は，先行研究に従い，
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25 mm径のガラスファイバー濾紙（Whatman GF/F，
GE Healthcare）で軀幹部から尾部に向けて撫でて
採取した（Maruyama et al., 2016）．採取直後およ
び乾燥後，濾紙上に鱗や皮膚等の不純物を発見し
た場合にはピンセットで取り除いた．筋肉は，解
剖用ハサミを用いて体側筋を採取した．卵巣は，
開腹して摘出した後で水洗いした．これらの摘出
した 3つの組織および餌を，60˚Cに設定した通
風乾燥機で 48時間以上乾燥させた．筋肉と卵巣，
餌の試料は，乾燥後に乳鉢と乳棒を用いて粉砕し
て撹拌した．脂質を含有する可能性がある筋肉と
卵巣，餌は，試料の半分に脱脂処理を施した．脱
脂処理は，クロロホルム・メタノール混合液（容
積比 2：1）に 24時間浸ける方法を用い（Folch et 
al., 1957；Bligh and Dyer, 1959），脱脂後には再び
48時間以上乾燥させ粉砕して撹拌した．粘液に
脂質は含まれていないため（Shephard, 1994），脱
脂は行わなかった．脱脂前および脱脂後の粉末試
料と，粘液を採取した濾紙は，錫製カップに包ん
で安定同位体分析に供した．

安定同位体分析　δ13C，δ15N および C：N比は，
龍谷大学の元素分析計（EA 1112，Thermo Fisher 
Scientific）とコンフロ（Conflo Ⅳ，同社）によっ
てオンラインで接続した質量分析計（Delta-V 
Advantage，同社）を用いて測定した．同位体比
と C：N比が既知のアラニンとヒスチジンの粉末
をワーキングスタンダードとして用い，測定値を
補正した．δ13Cおよび δ15Nは，次式の通り，標
準試料［炭素はやじり石（VPDB），窒素は大気
窒素］からの相対偏差値で示した．

δX = Rsample / Rstandard － 1

ただし，Xは 15Nまたは 13Cを，Rは軽い同位
体の数に対する重い同位体の数の比（13C/12Cまた
は 15N/14N）を表す．

脱脂が筋肉と卵巣の δ13C に及ぼす影響　脂質
を含有する筋肉と卵巣においては，脱脂が筋肉と
卵巣の δ13Cおよび δ15Nに及ぼす影響について検
証した．脱脂した試料と脱脂していない試料の
δ13Cおよび δ15Nの平均値の違いをWelchの t検定
で，分散の違いを F検定で検証した．

C：N 比を用いた筋肉と卵巣の δ13C の補正　試
料の C：N比から脱脂の有無による δ13Cの変化を
説明する補正式は，脱脂前の試料の C：N比の値
と，脱脂前と後の δ13Cの差（δ13Clipid-free – δ13Cbulk）
との非線形回帰式を求めることによって決定した．

ここでは，先行研究で提出された 3つの補正モデ
ル（McConnaughey and McRoy, 1979；Fry, 2002；
Logan et al., 2008；Table 2を参照）を適用し，最
小二乗法による非線形回帰分析を用いて，本種に
固有の係数を求めた．各モデルの有意性を，定数
（平均値の差）のみで説明するモデルとの尤度比
検定によって検証した．統計モデルの予測力を評
価する指標として赤池情報量基準（AIC）を計算し，
3つの補正モデルを比較した．
有意な補正式が得られた組織においては，AIC

が最小となったモデルについて，過去に提示され
た魚類一般を対象とした補正式（Logan et al., 
2008）との予測の比較を行った．すなわち，補正
前の炭素同位体比（δ13Cbulk）と C：N比の実測値
を両補正式に代入して補正後の炭素同位体比の値
を算出し，両補正式の予測値の差をWelchの t検
定で検証した．

濃縮係数の比較　濃縮係数は，餌の同位体比の
平均値と，各組織の同位体比の差として算出した．
濃縮係数の比較においては，脂質は窒素を含まな
いため，δ15Nの濃縮係数の計算には脱脂処理をし
ていない試料の値を採用した．δ13Cの濃縮係数の
計算には，もともと脂質を含まない粘液を除き，
脱脂処理をした試料の値を採用した．餌の同位体
比も，δ15Nは脱脂処理していない試料の値を，
δ13Cは脱脂処理した試料の値を採用した．組織間
の濃縮係数の差を検証するため，独立変数を分析
組織，従属変数を δ15Nまたは δ13Cとした一元配
置分散分析（ANOVA）を行った．有意な差が見
られた際は，Tukey-Kramer検定を用いて事後比較
を行った．

統計検定　統計検定にはソフトウェア R version 
3.2.1を用いた（R Development Core Team, 2015）．
Welchの t検定には t.test関数を，F検定には var.
test関数を，非線形回帰には nls関数を，尤度比
検定には anova関数を，ANOVAには aov関数を，
Tukey-Kramer検定には TukeyHSD関数を用い，有
意水準はすべて 0.05とした．

結 果

脱脂による同位体比の変化　筋肉の δ13Cおよ
び δ15Nは，脱脂の有無によって有意な差が見ら
れた（Welchの t検定；δ13C：t = 10.233, df = 40.629, 
P < 0.001；δ15N：t = 14.897, df = 74.922, P < 0.001；
Table 1）．卵巣の δ13Cおよび δ15Nにおいても，脱
脂の有無によって有意な差が見られた（δ13C：t = 
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25.726, df = 26.784, P < 0.001；δ15N：t = 3.478, df = 
29.479, P < 0.01；Table 1）．
筋肉の δ13Cの分散は，脱脂によって小さくなっ

た（F検定；F38, 38 = 28.873, P < 0.001）．卵巣にお
いては，分散に有意な変化は生じなかった（F15, 15 
= 0.4853, P > 0.05）．

筋肉と卵巣における脂質量補正式　筋肉の C：
N比は最大で 14.3，最小で 3.6であり，δ13Clipid-free

と δ13Cbulkの間に，最大 5.6‰，最小 0.8‰の違い
が見られた（Fig. 1A）．C：N比の高い試料ほど
δ13Clipid-freeと δ13Cbulkの差が大きくなり，採用した 3
つの補正モデルすべてにおいて統計的に有意な回
帰式が得られた（尤度比検定； Model 1：F36, 38 = 
653.27，P < 0.001；Model 2：F37, 38 = 1163.6，P < 
0.001；Model 3：F37, 38 = 973.37, P < 0.001；Fig 1A）．

AICは Model 1において最小だった（Table 2）．
Model 1によって補正された δ13Cの標準偏差（SD）
は 0.2‰となり，分散は補正前の値より有意に小
さく（F検定；F38, 38 = 29.299，P < 0.001），脱脂し
た試料の分散と同程度となった（Table 1）．
卵巣の C：N比は最大 5.4，最小 5.1であり，

δ13Clipid-freeと δ13Cbulkの間に，最大 2.8‰，最小 1.8‰
の違いが見られた（Table 1）．卵巣は筋肉と比べて，
C：N比の分散が小さく（F15, 38 = 0.0040，P < 0.001），
δ13Clipid-freeと δ13Cbulkの間の差の分散も小さかった
（F15, 38 = 0.0664，P < 0.001）．結果として，卵巣に
対する補正モデルはどれも有意ではなかった（尤
度 比 検 定；Model 1：F13, 15 = 0.3662，P > 0.05；
Model 2：F14, 15 = 0.6386，P > 0.05；Model 3：F14, 15 
= 0.6358，P > 0.05；Fig 1B）．よって，卵巣の脂質

Table 1.　C:N ratios and discrimination factors of muscle tissue, ovary tissue, and epidermal mucus of ayu (Plecoglossus 
altivelis altivelis) for the δ13C and δ15N values before and after lipid elimination and model correction. Means ± standard de-
viations are shown

C:N ratio δ13C discrimination factor (‰) δ15N discrimination factor (‰)
Tissue n Untreated Lipid elimination Untreated Lipid elimination Model 1 correction Untreated Lipid elimination

Muscle 39 4.6 ± 1.7 3.0 ± 0.3 0.2 ± 1.3 2.4 ± 0.3 2.4 ± 0.2 2.5 ± 0.2 3.3 ± 0.2
Ovary 16 4.8 ± 0.5 3.2 ± 0.3 –0.4 ± 0.2 1.9 ± 0.3 NS 1.6 ± 0.3 1.9 ± 0.2
Mucus 37 3.2 ± 0.3 NA 1.0 ± 0.2 NA NA 1.5 ± 0.4 NA
n, sample size. NS, model not significant. NA, not applicable (mucus not containing lipid).

Fig. 1.　Differences in δ13C values between lipid-eliminated and bulk tissues (δ13Clipid-free – δ13Cbulk) 
in muscle tissue (A, n = 39) and in ovary tissue (B, n = 16) of ayu (Plecoglossus altivelis altivelis) as 
a function of bulk C:N ratio. Regression curves followed three previously reported models for lipid 
correction (Model 1, McConnaughey and McRoy, 1979 modified by Logan et al., 2008; Model 2, 
Fry, 2002; Model 3, Logan et al., 2008).
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量補正式は，定数のみが残り，δ13Clipid-free – δ13Cbulk 

= 2.3となった．
有意な脂質量補正式が得られた筋肉について，

今回得られたアユの筋肉に固有の係数を用いた場
合の予測値（–19.5 ± 0.2）と，過去に提示された
魚類一般を対象とした補正式（Logan et al., 2008）
による補正後の値（–19.5 ± 0.2）の間には有意な
差が見られなかった（Welchの t検定；t = –0.814, 
df = 68.003, P > 0.05）．

δ13C，δ15N の濃縮係数の組織間比較　餌として
用いた配合飼料（アユ 4号）の δ13Cは –21.9 ± 
0.1‰，δ15Nは 8.0 ± 0.2‰であった．δ13Cの濃縮係
数は，分析した 3組織の間で有意な差が見られ
（ANOVA，F2, 51 = 400.6，P < 0.001；Table 1），筋肉
と卵巣（Tukey-Kramer，P < 0.001）および筋肉と
粘液（P < 0.001），卵巣と粘液（P < 0.001）の間
には，有意な差が見られた．δ15Nの濃縮係数も，
分析した 3組織の間で有意な差が見られた（F2, 51 

= 137.4，P < 0.001）．筋肉と卵巣（P < 0.001）およ
び筋肉と粘液（P < 0.001）の間には有意な差が見
られたが，卵巣と粘液の間には有意な差は見られ
なかった（P > 0.05）．

考 察

脂質または脱脂が δ13C，δ15N に及ぼす影響と補
正　アユの筋肉の δ13Cは C：N比の高い試料（脂
質が多く含まれる試料）ほど δ13Cへの影響が大き
くなることが確認された（Fig. 1）．同位体生態学
においては，湖と河川の生産者の δ13Cの違いや
（1.9–6.8‰；Yamada et al., 1996），浮遊生産者と付
着生産者の δ13Cの違い（最大 7‰；France, 1995）
を食物連鎖の識別に用いているが，今回見られた

脂質の影響は最大で 5.6‰に及び，δ13Cにもとづ
く食性や移動の解釈を大きく誤る可能性が示され
た．しかし，脱脂を行うことによって，δ13Cの分
散が小さくなることが示された（Table 1）．これは，
先行研究と同様（Kiljunen et al., 2006；Logan et al., 
2008；Hoffman and Sutton, 2010），試料に含まれる
脂質が，タンパク質とは異なる濃縮係数を持つこ
とに起因すると考えられ，脱脂や補正式の必要性
がアユでも改めて示された．本研究で示されたア
ユの筋肉に固有の脂質量補正式を適用すると，補
正された δ13Cの分散は，脱脂処理を行った試料
の場合と同様に小さくなった（Table 1）．この点
において，本研究で得られた補正式の効果は，魚
類一般を対象とした既存の補正式を用いた場合と
大差はないが，種や組織により脂質が δ13Cに与
える影響が異なることから（Logan et al., 2008；
Hoffman and Sutton, 2010），本種の同位体分析にお
いても，種あるいは組織に固有の補正式を用いる
ことが重要であると考えられる． 
卵巣では，C：N比の分散が筋肉に比べて小さ

く，脂質量補正式はどれも統計的な有意性を持た
ない結果となった．また，脱脂していない試料の
δ13Cの分散も，筋肉と比べて小さかった．よって，
卵巣については，定数（2.3‰）のみを用いて脂
質の影響を補正できる可能性が示された．卵巣の
脂質量補正式は魚類において初めて検討されたも
のであり，今後，他魚種でも追試される必要があ
るだろう．
脱脂した試料の δ15Nの平均値は，脱脂してい

ない試料に比べ，筋肉では 0.8‰，卵巣では 0.3‰
上昇した．脂質には窒素が含まれないこと，脱脂
前から両組織では δ15Nに大きな分散が認められ
ないこと，脱脂によって δ15Nが不規則な変化を

Table 2.　Three models previously reported to correct the effect of lipid content on the δ13C value and the parameter esti-
mates (± standard errors) by curve fitting to data of muscle tissue of ayu (Plecoglossus altivelis altivelis)

Model Equation Estimates d.f. F AIC
1 a = 7.584 ± 0.541*** 36, 38 653.3*** –12.7

b = –22.012 ± 1.077***
c = 1.657 ± 0.848***

2 p = 6.531 ± 0.133*** 37, 38 1163.6***   –9.3
f = 3.102 ± 0.034***

3 β0 = –3.340 ± 0.180*** 37, 38 973.4***   –3.2
β1 = 3.492 ± 0.112***

Models 1, 2 and 3 are based on McConnaughey and McRoy (1979) modified by Logan et al. (2008), Fry (2002), and Logan et al. (2008), re-
spectively. δ13Clipid-free, δ

13Cbulk, and C:N are measured values. Asterisks (***) indicate significance levels (P < 0.001). F values and d.f. (degree 
of freedom) are of likelihood ratio tests against null models.
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すること（Sotiropoulos et al., 2004）から，δ15Nは
脱脂していない試料の値を用いるのが望ましいと
考えられた．一方で，脱脂によって δ15Nが不規
則に変化するメカニズムは未解明であり，今後の
研究が待たれる．
野外で得られるアユの筋肉や卵巣の δ13C，δ15N

を解釈する上では，δ13Cには脱脂した試料を，
δ15Nには脱脂していない試料を用いることが望ま
しい．すなわち，δ13Cと δ15Nは別々に分析する
ことが最適であるが，費用と労力が倍増するため，
多数の試料を扱う研究では現実的でないこともあ
る．そのような場合，試料を脱脂せずに分析し今
回得られた脂質量補正式を適用することで，脱脂
したものと同等の δ13Cと脱脂による不規則な変
化をしていない δ15Nを算出し，検討できる．

組織間にみられた δ13C，δ15N の濃縮係数の差　脂
質の影響を取り除いた δ13Cと脱脂していない試料の
δ15Nの分析から，アユの筋肉，卵巣，粘液に固有の
濃縮係数が得られた．初期の同位体生態学では，被
食者 –捕食者間の濃縮係数は，δ13Cで 0–1‰（DeNiro 
and Epstein, 1978；Fry and Sherr, 1989），δ15Nで 3–4‰
とされ（DeNiro and Epstein, 1981；Minagawa and Wada, 
1984；Post, 2002），さまざまな種や組織に適用さ
れてきた．しかし近年，濃縮係数が種や組織に
よって異なることが報告されるようになり（Caut 
et al., 2009），種ごと，組織ごとの濃縮係数を実験
的に事前に求めることが望ましいとされている．
本研究で分析した 3組織の間で濃縮係数が異

なった点は，先行研究の報告と一致した（Pinnegar 
and Polunin, 1999；Caut et al., 2009）．魚類を対象と
した先行研究によると，筋肉の濃縮係数は δ13C（脱
脂あり）で 0.2–2.5‰，δ15N（脱脂なし）で –1.0–
5.6‰（Caut et al., 2009），粘液の濃縮係数は δ13C
で –0.6–1.1‰，δ15Nで 0.9–1.9‰である（Shigeta et 
al., 2017）．本研究で示したアユの濃縮係数は，筋
肉，粘液ともに，先行研究と比べ δ13Cでは高い値，
δ15Nではほぼ一致する値を示した．卵巣の濃縮係
数については，両元素ともに報告事例が見当たら
なかったため，新しい情報を提供できた．アユの
同位体分析においては組織ごとに固有の濃縮係数
を用いることで，同位体比の解釈の信頼性が高ま
ると考えられる．しかし，濃縮係数は，餌のタン
パク質含有量や（McCutchan et al., 2003），餌と対
象生物のアミノ酸組成の違いによって変化するた
め（McMahon et al., 2015），本研究で得られたアユ
の濃縮係数は，与えた人工飼料の成分組成に依存
した値である点に留意する必要がある．
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