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1.はじめに

晴乳類動物の骨 ･歯 ･牙などの14C年代測定に際 し,XAD-2樹脂とい う吸着ポリマー

を用いる方法は,保存状態の良好でない骨化石試料からフミン酸,フルボ酸などの外来

有機物を効果的に除去し,信頼度の高い14C年代を得るのに有効である (stafford,etal.,

1988;南 ｡中村,1997,1998)O しかし,XAD-2樹脂を用いることにより同位体分別を起

こし,試料中の炭素 ･窒素同位体比に変化が生じている恐れがある｡コラーゲンの炭素 ･

窒素安定同位体比は動物が摂取した食資源の同位体比を反映するとされており,食性復

元の手段として有用である (vanderMerWeandVogel,1978;DeNiroandEpstein,1980)｡

信頼度の高い14C年代とともに,信頼度の高い炭素 ･窒素安定同位体比を得ることは,

骨化石研究において重要なことである｡

南 ｡池田 (1998)は,極めて保存状態のよい現生の象牙試料に対し,XAD-2樹脂処理

が同位体比におよぼす影響を調べた結果,XAD-2樹脂処理をすることによって∂13C値

は+1.0%O,a15N値は+0.2%Oの変化を示した0-万,staffordetal.(1988)は,XAD-2樹

脂処理による同位体分別は ∂13C値が+0.3%O, ∂15N値が+0.2%Oと,ほとんど無視できる

程度であると報告している｡そこで本研究では,XAD-2樹脂処理が同位体比に与える影

響の有無を明らかにするために,コラーゲンおよびアミノ酸の標準試薬に対し,化学処

理法の異なるいくつかの成分について∂13C値および ∂15N値を測定した｡また,脱灰時

の塩酸の濃度の違いによる∂13C値および∂15N値の変化の様子についても調べた｡

2.試料および実験方法

実験に用いた試料は,以下の(1)～(3)である｡

(1)SigmaChemicalCompanyのコラーゲン試薬 (タイプ I;現生の牛アキレス腰コラー

ゲン)

(2)ナカライテスクのコラーゲン試薬 (現生の牛アキレス腰コラーゲン)

(3)キシダ化学の特級アミノ酸試薬 (グリシン,アラニン,セ リン,バ リン,チロシ

ン,プロリン,アスパラギン,グルタミン酸,メチオニン,アルギニン)

- 23 5 -



(1),(2)のコラーゲン試薬は,約40mgを約100mlの0.8NHCl(4℃,24hr)で脱灰処理し,

酸に不溶成分を遠心分離した後,蒸留水で洗浄して凍結乾燥した｡この凍結乾燥試料約

100mgに約10mlの 6NHClを加え,アル ミニウムブロックヒーター内で110oCで24時間

反応させて加水分解 した.得られた加水分解物の一部はエバポレーターによって塩酸を

飛ばした後,凍結乾燥した｡残 りの加水分解物はXAD-2樹脂を詰めたカラム(1×30cm)

に通し,6NHClでアミノ酸集合体を溶出させた｡アミノ酸集合体成分についてもェバ

ボレータ-で塩酸を飛ばした後,凍結乾燥したO

(3)のアミノ酸試薬は,100-200mgを数mlの6NHClに溶かし,XAD-2樹脂カラム(1

×30cm)に通し,6NHClで溶出させた｡この塩酸溶液をエバポレーターにかけて塩酸

を飛ばし,凍結乾燥した｡

以上のようにして得られた成分は酸化銅,銀線とともにバイコール管に真空封管して

850oCに加熱 し,生じた気体を真空ラインを用いてN2とC0 2に精製した｡N2の精製は,

液体窒素で冷却した線状モレキュラシーブス (13X,1/16)にトラップさせる方法を用い

た (南ほか,1998)｡ 炭素 ･窒素安定同位体比の測定は気体用質量分析計(MAT-252)に

より行った｡また,一部の試料についてはCNコーダー (柳本製,MT-700)により炭素

および窒素含有量を測定した｡

3･化学処理によるコラーゲン標準試薬の炭素 ･窒素同位体比の変化

コラーゲン標準試薬を脱灰,加水分解,XAD-2樹脂処理する過程で得られた各成分の

炭素 ･窒素同位体比の測定結果を表 1に示す｡

表 1一連の化学処理にともなうコラーゲン標準試薬の炭素 ･窒素同位体比の変化

Table1Comparisonofd13cand∂15NvaluesforthesequentialChemicaltreatments

orcollagenstandards

Fractionanalysed Ccontent Ncontent C/N ∂13cpDB ∂15NAIR

SigmaChemicalCompany

Collagen

DecalCifiedCollagen

HydrolysedCollagen

50.6 13.0 3.9 -15.1 +7.3

49.1 12.8 3.8 -14.6 +7.3

24.3 6.8 3.6 -14.1 +7.2

25.8 8.1 3.2 -13.0 +7.2XAD-2-treatedCollagen

NacalaiTesqueCompany

Collagen

DecalCifiedCollagen

HydrolysedCollagen

XAD-2-treatedColla
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コラーゲン加水分解成分およびXAD-2樹脂処理 した加水分解成分の炭素 ･窒素含有率

が小さいのは,これ らの成分がシロップ状として得られ,水分を含んでいるためである｡

表 1の結果から,コラーゲン試薬そのもの,コラーゲンを脱灰した成分,加水分解成分,

xAD12樹脂処理 した加水分解成分と,化学処理が進むにつれ, a13C値は増加 している

ことがわかる (図 2)｡ 一方∂15N値は,SigmaChemiCalCompanyのコラーゲンではいず

れの成分もあまり変化がないが,ナカライテスクのコラーゲンでは,加水分解成分,

XAD-2樹脂処理 した加水分解成分の ∂15N値が大き くなる傾向が見 られた｡XAD-2樹脂

処理による同位体比の変化,すなわち加水分解成分とXAD-2樹脂処理 した加水分解成分

との違いは, ∂13C値については+1.0%O,∂15N値については0.0-+0.2%Cとなり,南 ･池

田 (1998)の現生の象牙試料から得 られた結果とほぼ一致した｡今回の結果は,コラー

ゲン試薬においてはXAD-2樹脂処理による同位体比の変化はほとんど見られないとする

starrordetal.(1988)の戟告 (∂13C値については+0.3%O, ∂15N値については+0.2%Oと

報告されている) とは相反する結果となった｡ しかし, ∂1℃ ∂15N値はXAD-2樹脂処

理だけではなく,コラーゲンを0.8NNClで脱灰,6NHClで加水分解する際にも変化して

お り,塩酸による処理が大きな原因となっていることがわかる｡

CN比に関しても化学処理が進むにつれて変化を示し,脱灰成分に比べてXAD樹脂処

理 した加水分解成分は明らかに小さいOコラーゲンのようにグリシンの多いタンパク質

のC/N比は.I3.2±0.5といわれてお り (HareandvonEndt,1990),C桝比の減少は,一連

の塩酸処理により,コラーゲンから汚染物が除去され,コラーゲンそのものの値に近づ

いたとも考えられる｡
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図 1 化学処理にともなうコラーゲン試薬の炭素 ･窒素同位体比の変化

Figure1 Comparisonofd13canda15Nforthesequentialchemical
treatmentsofcollagenstandards



_4__I__XAD-2樹脂処理によるアミノ酸標準試薬の炭素 ･窒素同位体比の変化

コラーゲン加水分解成分は多数のアミノ酸の集合体である｡XAD-2樹脂処理によって

コラーゲンに同位体分別が生じていることから,コラーゲンを構成する個々のアミノ酸

がXAD-2樹脂処理によって同位体分別を生じている可能性が考えられる｡そこでまず,

アミノ酸標準試薬をXAD-2樹脂に通し,炭素 ･窒素同位体比に変化が見られるかどうか

を調べた｡結果を表 2に示す｡

アミノ酸試薬においては,アスパラギンとグルタミン酸の∂15N値を除き,XAD-2樹

脂処理にもとづく炭素 ･窒素同位体比の変化はほとんど見られなかった｡しかし,い く

つかのアミノ酸では,XAD-2樹脂を通すことによって ∂13C値が若干大きくなる傾向が

あるので,炭素同位体に関しては,XAD-2樹脂処理による同位体分別がわずかに生じて

いる可能性も考えられる｡しかし,このわずかな炭素同位体比の変化が,コラーゲンに

おける+1.0%Oとい う大きな増加を全て説明しているとは考えにくい0 3.で述べたよう

に,コラーゲンのXAD-2樹脂処理による同位体分別は,6Nという塩酸処理によるもの

と考えられる｡

アスパラギンとグルタミン酸という酸性ア ミノ酸の窒素同位体分別は,封管して試料

を加熱する際,あるいはモレキュラーシーブスによってN2を トラップする際に生じてい

る可能性が高い｡今後の検討を必要とする｡

表 2 XAD-2樹脂処理によるアミノ酸標準試薬の炭素 ･窒素同位体比の変化

Table2Comparisonor∂13candd15NvaluesfわrXAD-2treatmentoraminoacidstandards

Aminoacids XAD-2-treatedaminoacids

∂13cp,B(%0)∂15NA,A(%0) ∂13cp,B(%0) ∂15NAlR(%0)

Glyclne -33･8 +0･4

DL-a-Alanine -25.3 13.0

L-Serine

L-Valine

LTyrosine

L-Prolin°

DL-Asparaglne

L-Glutamicacid

L-Methionine

-37.1 +1.9

-20.2 -5.5

-17.0 +5.8

-12.3 +10.7

-22.8 -4.8

-13.0 -12.3

-32.4 +1.4

-13.8 -7.6

ー33.8 +0.4

-25.2(+0.1)* -3,0

-37.1 +1.9

-20.2 -5.4(十0.1)

-17.0

-12.3 +10.8(+0.1)

-22.7(+0.1) -4,2(+0.6)

-13.0 -ll.8(+0.5)

-32.3(+0.1) +1.4

-13.7 -7.6

*Deviationfromonglnalvalue
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_互_.さまざまな濃度によ_各_コラーゲンの脱灰

南 ･中村 (1997,1998)の方法では,骨化石試料の脱灰を0.8NNClで行っているが,

ゼラチン化を行 う従来のコラーゲン抽出法 (有田ほか,1990;沢田ほか,1992;中村ほか,

1996)では1.2NNClで,またstafford,etal.(1988)は0.6NHClで行っている.上述の結

果から,塩酸処理がコラーゲンの炭素同位体比に影響を及ぼしていることがわかった｡

そこで,塩酸の濃度を変えてコラーゲン試薬の脱灰を行い,同位体比に及ぼす塩酸の影

響を調べた (表 3).用いたコラーゲン試薬はSigmaChemicalCompanyのものである.

コラーゲン試薬そのものと,0.8NNClで脱灰したコラーゲンの値は,表 1の結果を引用

した｡

塩酸処理後のコラーゲン回収率は,0.4NHClで約85%,1.2NHClで約65%となった｡

しかし,酸処理後の溶液を遠心分離してコラーゲンを回収した際,どうしても一部沈殿

してくれず,浮遊している分を損失してしまったため,回収率に関しては,再実験する

必要がある｡

表 3よりり炭素 ･窒素含有率ともに,塩酸処理濃度が高くなるにつれ減少し,CN比

も小さくなる傾向を示している｡また,塩酸の濃度が高くなるにつれ, ∂13C値はもと

のコラーゲンの値より大きくなった｡∂15N値に関しても,大きくなる傾向が見られた｡

塩酸の濃度が高くなるにつれコラーゲンが分解しやすい条件になるので,その結果とし

て,炭素 ･窒素含有率,炭素 ｡窒素同位体比に変化が現れたと考えられる｡

保存状態のよくない骨化石ではコラーゲン収率が悪いため,かなりの量の骨化石試料

からでも十分な量のコラーゲンが得られず,14C年代測定できない場合が多い｡今後,

骨化石か らコラーゲンを過度に損失することなく抽出し,また正確な14C年代を得るこ

とのできる脱灰条件 (塩酸の濃度,脱灰時間等)を,実際の骨化石について調べていく

予定である｡

表 3 塩酸の濃度を変えて脱灰 した場合のコラーゲンの炭素 ･窒素同位体比

Table3 ∂13candd15NvaluesfordecalcifiedcollagenswithvariousconcentrationsofHCl

ccontent Ncontent C/N (51CPDB dl

1Collagen

DecalCifiedwith0.4NHCI

Decalcifiedwith0.6NHCI

Decalcifiedwith0.8NHCI

DecalcifiEedwith1.ONHCI

Decalcifi.edwith1.2NHCl

50.6 13.0

50.1 12.9

49.3 12.8

49.1 12.8

48.7 12.6

47.3 12.5

3.9 -15.1

3.9 -15.0

3.9 -14.8

3.8 -14.6

3.8 -14.6

3.8 -14.2

SigmaChemicalCollagenwasused.
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6.まとめ

コラーゲン試薬のXAD-2樹脂処理による同位体比の変化は, a13C値については+1.0

%O,∂15N値については0.0-+0.2%oとなったOこの結果は,XAD-2樹脂処理による同位

体比の変化はほとんどないとするStaffordetal. (1988)の報告とは相異なる結果となっ

た｡他方,アミノ酸試薬のXAD-2樹脂処理による同位体比の変化はほとんど見られず,

コラーゲンにおける同位体分別は,個々のアミノ酸がXAD-2樹脂を通る際に分別を起こ

している結果として生じているのではないと示唆された｡

コラーゲンの∂13C値, ∂15N値そしてUN比はXADl2樹脂処理だけではなく,コラー

ゲンを0.8NNClで脱灰,6NHClで加水分解する際にも変化してお り,XAD-2樹脂処理

による同位体比の変化は樹脂によるものというよりは,塩酸が大きな原因となっている

と考えられる.塩酸処理によって外来の有機物が除去されて純度の高いコラーゲンが得

られているのか,あるいはコラーゲンが分解 してアミノ酸構成が変化しているのかを調

べるため,現在,それぞれの成分のアミノ酸分析を行い,検討中である｡
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Carbonandnitrogenisotope丘actionationsofcollagen

bytreatmentwithXAD-2adsorptlOnresin
●

MasayoMINAMI

JSPSResearchFellow(DatingandMaterialsResearchCenter,NagoyaUniversity)

Humicandfulvicacidsarepredominantsourceofe汀Orin14CandstableisotopeanalysュsOn

collagenoffossilbone･XAD -2resinisconsideredagわodmaterialtoseparatequantiativelypolar

aminoacidsfromlesspolarfulvicandhumicacids.ToevaluateifXAD-2treatmentaffectscarbon

Endnitrogenisotopevalues,613cand615Nweremeasuredoncollagens,decalcifiedcollagens,

hydrolyzedcollagensandXAD-2-treatedcollagenhydrolysatesfrommodembovineachillesheel

tendonsmadeofSigmaChemicalCompanyandNacalaitesqueCompany,andalsomeasuredon

aminoacidsandXAD-2-treatedaminoacids.

nerewasl･Oo/oodifferencein 613candO･0-+0･2%Ovariationin 615Nbetweenhydrolyzed

collagenandXAD-treatedcollagenhydrolysatesfromachillestendoncollagen･necarbonisotope

fractionationislargerthan+0.3%obyStaffordetal.(1988).ne613cvaluesoffourcollagen

fractions:collagen,decalcified collagen, hydrolyzed collagen and XAD-treated collagen

hydrolysate,becameprogressivelymorepositiveaspurificationproceeded･The615Nvaluesof

thefourfractionshardlyvariedwiththesequentialpurificationforSigmacollagen,butvariedby

0.7%oforNacalaicollagen.

nerewasnodifferenceinboth613cand615NvaluesbyXAD-2treatmentonaminoacid

standardsexceptfor615NonasparaglCandglutamicacids･Therefore,theisotopefractionation

oncollagencannotbeduetototalisotopevariationofindividualaminoacids･

WhencollagenisdecalcifiedwithvariousconcentrationsofO･4N,0･6N,0･8N,1･ON and

1.2N HCl,the613cand 615NvaluesofdecalCifiedcollagentendtobelargerashigher

00ncentration. Weshouldevaluateifthevariationsin♂13cand♂15Nonthemodem collagen

standardsareduetocombinede汀OrSfrom pretreatmentmethodorchangesinaminoacid

composition･
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