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酸素原子には3種の安定同位体（16O，17O，18O）

が存在する．地球上の酸素原子の大部分は16Oか

ら構成されており，17Oや18Oが占める割合は僅

かである．ところが，1987年のオゾン（O3）にお

ける発見を皮切りに，大気中で進行する一部の光

化学反応が17Oを異常濃縮することが明らかにな

り，この異常濃縮した17Oの一部は硝酸（HNO3）

に移行し，地表に沈着していることも明らかに

なった．そこで，この硝酸の17O濃縮を海域や陸

域における物質循環のトレーサーとして活用する

研究が展開されている．本稿では，その背景と生

物地球化学分野における応用例をいくつかご紹介

する．

1．同位体分別について

分子を構成する原子が複数の同位体を持つ場

合，各分子は，分子量の異なる複数の同位体分子

種（アイソトポログ）から構成されることになる．

例えば本稿で話題とする硝酸イオン（NO3-）であ

れば，大部分は分子量62の 14N16O3-であるが，そ

れ以外に，分子量63の15N16O3-や14N16O217O-，さ

らに分子量64の14N16O218O-が微量含まれている．

ある化学反応や相変化に際して，反応物の各ア

イソトポログ間の反応速度定数に差が無ければ，

反応物の同位体比と，生成物の同位体比に差は生

じない．またアイソトポログ間の反応速度定数に

差があったとしても，100%反応が進行する場合

は，やはり反応物の同位体比と生成物の同位体比

の間に差は生まれない．ところが実際の自然界で

は，炭素や酸素，水素，窒素などの軽元素の安定

同位体比に有意な不均一が生じていることが知ら

れている．慣例に倣って，18O/16O比を以下の式

で定義されるδ18O値を用いて表すと，地球表層圏

内で，およそ100‰（＝0.1）の不均一が生じている．

δ18O＝Rsample/Rstd－1 (1)

ここでRsampleは対象となる物質の18O/16O比を，ま

たRstdは基準物質の 18O/16O比を表し，本稿では，

国際標準物質である VSMOW（ViennaStandard

MeanOceanWater）を基準物質としてδ18O値を表
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記している．また18O/16O比を17O/16O比に置き

換えることで，δ17O値も同様に定義される．

このようなδ18O値の不均一が生じるのは，①自

然界で進行する化学反応や相変化に際して，アイ

ソトポログ間の反応速度定数に有意な差が存在

し，かつ，②その反応の反応進行度が100%未満

であることを意味する．このように，反応物の同

位体比と，生成物の同位体比に有意差を生じさせ

る過程は，「同位体分別」過程と呼ばれ，その同位

体分別の大きさは，反応速度定数の比と，反応進

行度の関数となる．

この軽元素の同位体分別の大きさを，自然界に

おける物質の起源判別や，挙動解明の指標として

活用するのが安定同位体地球化学であり，1950年

代以降，地球化学分野で数多くの成果をもたら

して来た（例えば，酒井・松久，1996;Hoefs,2004）．

一例として，ある観測対象の物質を生成し，その

起源としてXとYの二種が想定される，「未知の過

程」を研究対象とする場合を考える（図1）．同位

体比を分析したところ，起源Xのδ値が‒30‰，起

源Yが‒60‰，観測対象物質が‒30‰であった場

合，観測対象物質の起源は Xであることがわか

り，「未知の過程」内の物質循環像が把握出来るよ

うになる．

しかし，その一方で，δ値を指標に用いた安定

同位体地球化学には限界も見えてきた．最大の問

題は，想定外の同位体分別の存在を容易には否定

出来ない点にある．例えば，図 1の通り「観測対

象物質の起源はXである」と結論するには，研究

対象の「未知の過程」内に，同位体分別過程が存

在しない（もしくは，その影響は無視出来る）こ

とが前提として必要である．仮に実際の起源がY

であったとしても，「未知の過程」内で+30‰の同

位体分別過程が存在する可能性があると，観測さ

れるδ値が‒30‰となり，起源Xとの区別は出来

なくなるからである．つまり，安定同位体比が指

標として活用出来るのは，「未知の過程」内で進行

する反応の種類や，その反応進行度に関して，か

なりの制約が出来る（＝既知である）場合に限ら

れる．しかし，同位体比を指標に使う研究の動機

は，「未知の過程」を解明することにあったはずで

あり，これを既知であるとするのは，論理的に矛

盾している．また，起源Xと起源Yの間の同位体

比の不均一は，図1で「既知の過程」として示す

ような，同位体分別過程が存在するおかげで生じ

ているので，これらと隣接することが多い「未知

の過程」に同位体分別過程が存在しない（もしく

は，その影響は無視出来る）ことを仮定するのは，

非現実的であることが多い．

ところが，この「未知の過程」内であっても，

想定外の同位体分別過程が存在しないことが容易

に仮定出来るのが，以下に示す三酸素同位体異常

（Δ17O）と呼ばれる同位体比指標である．著者ら

は90年代末にこのΔ17Oを論文で知り，2000年4

月に蒲生先生をリーダーとする新しい研究グルー

プ（地球化学グループ，通称3G）が北大に誕生し
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図 1 安定同位体比 (δ値)を
指標に用いた研究手法の模

式図.研究対象である「未知

の過程」が,同位体比情報を

通じて推定出来る.



たのと同時にΔ17O値の分析法開発と，これを指

標に活用する研究を開始した．

2．三酸素同位体異常について

Oにはδ18O値およびδ17O値という二つの独立

した安定同位体比が共存しており，δ18O値が同位

体分別によって変化する際には，δ17O値も変化す

る．しかしこの両者はそれぞれバラバに変化する

訳では無い．もし，各Oの同位体を含む各アイソ

トポログ（14N16O3-，14N16O217O-，14N16O218O-な

ど）が質量（＝分子量）以外の性質に差がなけれ

ば（＝質量の違いのみに依存して同位体分別して

いれば），δ17O値の変化に対するδ18O値の相対的

な変化は，反応の種類や進行度合い，さらに関係

する分子の種類に依らず，以下のような簡単な比

例式で表すことが出来る（Youngetal.,2002;Mat-

suhisaetal.,1978）．

(2-1)

ここでβは比例定数を表し，あとで述べるように

0.52前後の値となる．またδ17Oもδ18Oもせいぜ

い100‰未満（＝0.1未満），大部分は10‰未満

（＝0.01未満）で1に比べると小さいので，式(2-1)

に対して，a≪1の条件下で，ln(1＋a)≒aという

ln 1 + O17 = × ln 1 + O18

近似式を適応して式(2-1)を簡略化すると，以下

の式(2-2)となる．

(2-2)

同位体分別を引き起こす含O分子の種類（例え

ばO2，H2O，NO3-など）が変わると，比例定数β

の値は変わる．しかし，各分子のβを実際に計算

すると，いずれも0.51から0.53程度で分子による

差はほとんど無い．さらに，こうして質量に依存

して同位体分別したO原子と，同じく質量に依存

して同位体分別したO原子とが混合する場合も，

この質量に依存した同位体分別で見られるのと同

じ直線的な関係（式(2-2)の関係）がδ17O値とδ18O

値の間に成立する．従って，関係するアイソトポ

ログが質量以外に性質の差がない場合は，何度同位

体分別や混合が起きたとしても，δ17O値とδ18O値

の間に常に式(2-1)および(2-2)が成立する．これ

が図2中に，原点を通る青色の太線として表さて

いれる関係で，この線は「質量依存同位体分別線」

と呼ばれる．実際，海水や天水，珪酸塩，大気中

の酸素分子といった地球上の大部分の含O分子の

δ17O値とδ18O値は，この「質量依存同位体分別線」

の線上，もしくはそのごく近傍に分布している．

なお平均的な βとして，式(2-1)の場合は 0.5279

O17 = × O18  
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図 2 大気から沈着するHNO3(NO3-atm)
およびその他の地球上の含酸素物質の

三酸素同位体組成 (角皆ほか,2010を一

部改変).図中に原点 (海水)を通る太線

で示したのが地球上の含酸素物質一般

に見られる「質量依存同位体分別線」に

相当し,硝化反応を経て再生するNO3-

(NO3-re)もこの線上にプロットされる.ま
た図中に両矢印で示したものが三酸素

同位体異常 (Δ17O値)を表し,「質量依存

同位体分別線」からのy軸方向 (δ17O軸方

向)のズレに相当する.



（Kaiseretal.,2007;Miller,2002）を，また式(2-2)の

場合は0.52（Thiemensetal.,2001）を使用するの

が一般的である．

ところが，この「質量依存同位体分別線」から

酸素同位体比を大きく逸脱させるOの同位体分別

（質量非依存同位体分別）が，特定の気相反応に

限って生じることが明らかになってきた（図2）．

代表的な反応が，大気中でオゾン（O3）が生成

および分解する際の反応である．質量非依存同

位体分別が発生するメカニズムの詳細は明らか

になっていないが，O3の主要アイソトポログで

ある16O16O16Oが対称形であるのに対し て，

16O16O17Oや16O16O18Oは非対称形であり，これ

が質量（分子量）以外の性質の差をO3のアイソ

トポログ間に発生させていることが原因と考えら

れている．対流圏大気中の分子であれば，O3以外

にCOやHNO3，N2Oさらに成層圏のCO2などが

式(1)の関係に対してδ17O値が正方向に，またO2
のδ17O値が図2中では判別出来ないほどほんの

僅かに負方向にずれていることが明らかになって

おり，このずれは，それぞれ「正の（三酸素）同

位体異常」，「負の（三酸素）同位体異常」と呼ば

れている．

今，ある物質中のO原子が同位体異常を示す場

合，そのO原子は，海水や珪酸塩といった地球上

の主要O原子リザーバーから分離された後のどこ

かの段階で質量非依存同位体分別を経験した上

で，その物質に含有されるに至ったことになるの

で，その分子の生成経路が制約出来るようにな

る．例えば大気中のHNO3の三酸素同位体異常の

場合は， O原子の一部がO3由来であることを反

映していると考えられており，その三酸素同位体

異常の大小から，O3由来のO原子数や，NOから

HNO3に至る光化学反応経路がわかる（Michalski

etal.,2003）．そこで以下の式(3-1)（質量依存同位

体分別線に式(2-1)を用いる場合）もしくは式(3-2)

（質量依存同位体分別線に式(2-2)を用いる場合）

で定義されるΔ17O値を用いてその大小を定量化

し，各種指標として活用している．

(3-1)

(3-2)

図3に，国内で初めて定量された，降水中の

HNO3（NO3-atm）の Δ17O値の時間変動を示した

（Tsunogaietal.,2010）．NO3-atmは例外無く正の

O17 = 1 + O171 + O18 1,
O17 = O17 × O18 ,
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図3 国設利尻酸性雨測定所で採取された湿性沈着試料

中のNO3-の同位体組成の時間変動 (a:δ15N値,b:δ18O値,
c:Δ17O値)(Tsunogaietal.,2010).曲線は年周期の最適三

角関数を表す.



三酸素同位体異常を示しており，最小でも+20.8
‰，最大で+34.5‰に達している．また夏季に減

少し，冬季に増加する非常に明瞭な季節変動を示

すこともわかるが，これはNOからNO3-atmに至

る光化学反応経路が，季節変動することを反映し

ている（Michalskietal.,2003）．

これまで大気中で進行する光化学反応過程は，

①室内実験で決定した反応速度定数を組み合わせ

た推定，②極微量活性物質（OHラジカルなど）

の直接・間接定量化，が主な手段であった．これ

に対してNO3-atmのΔ17Oatm値は，O3由来のO原

子数を直接的に反映するもので，光化学反応経路

を直接的に同定出来る．また氷床などを利用する

ことで，過去の光化学反応過程を再現することも

出来る可能性もある（Sofenetal.,2014）．

3．地表環境中の窒素循環定量化への応用

図3に示したように，大気中で生成したNO3-atm
は例外なく大きな Δ17O値を持ち，降水等を経由

して地表に沈着する．つまり，三酸素同位体異常

を持ったO原子は，大気中で生成するものの，そ

のすべてが大気中に留まっているわけではなく，

その一部は地表に定常的に供給されている．しか

もNO3-atmのΔ17O値は，緯度と季節が同じであれ

ば，場所に依らずほぼ同じ大きさになる（Alexan-

deretal.,2009;Tsunogaietal.,2016）．

一方，陸水や海水，土壌と言ったような一般的

な地表環境中で生成するNO3-（NO3-re）は，アン

モニアから，硝化反応と呼ばれる微生物による酸

化反応を経て生成される（但しアンモニアは有機

体窒素の再無機化反応で形成されるため，NO3-re
の元物質は有機体窒素とも言える）．このNO3-re
中のO原子は，式(2-1)および (2-2)で表される質

量依存の関係が成立するO2分子およびH2O分子

に由来する．さらにそれがNO3-化する過程で起

きる同位体分別は，一般的な質量依存同位体分別

である．したがって，NO3-re中の O原子には式

(2-1)および (2-2)が成立し，そのΔ17O値は0‰に

なる（厳密にはO2分子のΔ17O値は0‰からほん

の僅かずれているが，NO3-atmのΔ17O値に比べる

と無視出来るほど小さいので0‰と考えて問題無

い）．

大きなΔ17O値を持つNO3-atmが沈着後にNO3-re
（Δ17O＝0‰）と混合した場合は，その混合比に応

じてNO3-のΔ17O値は減少する（図4のNO3-total）．

このNO3-totalが何らかの質量依存同位体分別を受

けた場合は，δ17O値やδ18O値は変化してしまう

が，Δ17O値は変化しない（図4）．従って，ある

地表環境中に存在するNO3-（＝研究対象のNO3-）

のΔ17O値から，そのNO3-中に含まれるNO3-atmの
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図 4 NO3-atmとNO3-re(各々太線で領域を

示した)のδ17O値とδ18O値の関係.一般の

化学反応が引き起こす同位体分別は「質量

依存同位体分別線」に対して平行な方向に

進行するため,Δ17O値は変化しない.した

がって両者の混合で生成するNO3-totalの
Δ17O値は,両者の混合比のみを反映する.



混合比やその濃度が，以下の式(4)を用いて算出

出来る．

(4)

ここで，Ctotalは研究対象のNO3-の濃度，Catmは

NO3-atm濃度，Δ17OatmはNO3-atmのΔ17O値，Δ17O

はNO3-のΔ17O値を表し，左辺（Catm/Ctotal比）が

NO3-中に含まれるNO3-atmの混合比を表す．

この式(4)が成立し，ここからNO3-atmの濃度

（Catm）やNO3-中の混合比（Catm/Ctotal比）を求め

ることが出来る点が，Δ17O値が指標として優れ

ている点である．δ値でも，混合過程では，その

混合比を反映して値が変化するので，δ値を測定

し，式(4)と同様の式を用いることで，Catm/Ctotal
比やCatmが求められる可能性はある．しかしδ値

の場合は，混合以外に，同化や脱窒と言った同位

体分別過程の影響を受けると値が大きく変化して

しまうので，δ値からCatm/Ctotal比やCatmを求める

ことが出来るのは同化や脱窒を受けている可能性

が完全に排除出来る場合に限られ，陸域や海域で

は，実際上あり得ない．

CatmCtotal = O17O17 atm

地表環境中（陸域・海域）のNO3-は栄養塩と呼

ばれ，一次生産（光合成）に必須の窒素栄養塩の

代表的な存在形である．一次生産を律速すること

も多く，生物地球化学研究においてきわめて重要

な物質である．このNO3-の一部にNO3-atmが含ま

れ，しかもこれは地表環境中では生成しない．し

たがって，地表環境中に存在するNO3-の濃度と

Δ17O値の時空間分布を測定し，これを式 (4)に当

てはめることで，地表環境中に沈着した後の

NO3-atmを追跡することが出来る．さらに，Catm/Ctotal
比やCatmの空間分布や時間変化を利用して，地表

環境下におけるNO3-の挙動解明や，NO3-reの供給

速度（＝硝化速度）定量化に結実させることも出

来る．以下に具体例をいくつか紹介する．

3.1陸域の窒素循環定量化への応用

Tsunogaietal.（2010）は，北海道の利尻島を

フィールドに，大気から沈着したNO3-atmが同島

の陸上生態系内で吸収・分解されているのか，そ

れとも吸収・分解されることなく島外に直接流出

しているのか見極めるため，地下水中に含まれる

NO3-の濃度とΔ17O値を分析した．その結果，地

下水中の全NO3-（以下NO3-totalとする）に占める
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図5 利尻島におけるNO3-

を中心とした窒素循環.年
間フラックス量は,各矢印

の横に太枠で囲んで示した

(単位はMmolyr-1)(角皆ほか,
2010を一部改変).



NO3-atmの混合比（Catm/Ctotal比）を平均7.4%と

見積った．さらにここから同島の水収支などの文

献値を元に計算して，一年間に沈着する2.3Mmol

のNO3-atm（図5中に楕円形で囲まれたNO3-で表

す）の中で，直接系外に流出しているNO3-atmは

8.8±4.6%ほどの0.2Mmolに過ぎず，残りは同島の

陸上生態系内で吸収・分解されていることが明ら

かになった（図 5）．また吸収・分解された 2.1

MmolのNO3-atmとほぼ等量の2.5MmolのNO3-re
（図5中に台形で囲まれたNO3-で表す）が，硝化

反応で生成していることも明らかになった（図

5）．同島の森林を中心とした陸上生態系は効率的

にNO3-atmを吸収しており，これをNO3-reに置換し

た上で，系外に排出していることが明らかになっ

た．

求めた地下水中のCatm/Ctotal比が利尻島特有の

ものか，それとも一般的なものかを検証するた

め，Nakagawaetal.（2013）では，市販のミネラ

ルウォーターが，各産地の地下水を密封・保存し

たものであることに着目し，そのNO3-のΔ17O値

を元に検証した．その結果，Catm/Ctotal比の最小

値が0%，最大値は18%となり，平均値は3.1%

であった．また植生の少ない露岩域や乾燥地，高

地などで涵養されたと思われる地下水で Catmが

増大し，森林域で涵養されたと思われる地下水で

は Catmが減少した．つまり森林を中心とした陸

上生態系は効率的にNO3-atmを吸収しており，こ

れをNO3-reに置換した上で，系外に排出している

と結論した．またこの結果は同時に，森林域が何

らかの理由で衰退するとNO3-atmの吸収効率が低

下することを示唆している．そこで人為的に伐採

が行われた森林域から流出する渓流水で Δ17O

値の時間変化を観測したところ，伐採前は10%

前後だった Catm/Ctotal比が，伐採に伴って 40%

以上に急増した．また，対象地域に沈着した全

NO3-atmのうち，吸収・分解を受けずに直接流出し

たNO3-atmの比率を見積もると，伐採前は年平均

1%弱だったものが，伐採直後1年間の平均で14

%に達することが明らかになった（Tsunogaietal.,

2014）．森林域から流出するNO3-atmは，その森林

域の窒素利用効率や「健全度」を推定する指標と

して活用出来ることが明らかになり，すでに応用

が始まっている（Roseetal.,2015）．

3.2水環境中の窒素循環定量化への応用

湖沼や海洋と言った水環境中のNO3-は，一次

生産によって消費（同化）されて有機化されるが，

この有機化した窒素はやがて無機化してアンモニ

アとなり，硝化を経てNO3-として水環境中に再

供給される循環を繰り返している（図6）．この

NO3-の循環速度に相当する総同化速度（図 6中の

Fup）や，総硝化速度（図 6中のFnit）の絶対値や

時間変化は，各水環境の差異を特徴づけたり，微

小な環境変化を検出したり，その環境変化の原因

を究明したりする上で，きわめて重要，かつ不可

欠なパラメータである．しかし，これを実測する

ことはきわめて難しかった．

これに対してTsunogaietal.（2011）は，湖沼水

中に溶存するNO3-のΔ17O値を測定するだけで，

その湖沼内のNO3-のFupやFnitが定量出来ること

を示した．流入・流出河川による物質収支が無視

出来る閉鎖的な湖沼中に溶存するNO3-のΔ17O値

の平均値（Δ17Ototal）は，その湖沼に対して大気

沈着を経て供給されるNO3-（NO3-atm）と，湖沼内

部の硝化反応を経て供給されるNO3-（NO3-re）の

供給速度比を反映する．したがって，NO3-atmの

沈着速度（Fatm）を別法から求めることが出来

れば，湖内の FupやFnitを定量化出来る（図6）．

Tsunogaietal.（2011）はこのアイデアを実証する

ため，北海道の摩周湖において NO3-の濃度と

Δ17O値の鉛直分布を実測した．その結果，湖水

中の平均Δ17O値は季節を問わず＋2.5‰で一定で

あることを見出し，これを元に湖内のFupやFnitを

算出した（図6）．また，観測インターバル間の

NO3-の濃度とΔ17O値の鉛直分布の時間変化を元

に，Fupは夏季に増大して冬季に減少する季節変

化をする一方で，Fnitは季節を問わずほぼ一定で

あることも明らかにした．最近では，中栄養湖で

ある琵琶湖にもこの Tsunogaietal.（2011）が提

案した新手法が応用され（Tsunogaietal.,2017），

流入・流出河川による物質収支や，同化以外に
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脱窒によるNO3-の減少が無視出来ない一般の湖

沼や海洋にも，Δ17O値を指標に用いた新手法が

応用出来ることが示された．

このΔ17O値を指標に用いた新手法は，培養を

利用しない点が従来法と大きく異なる．これまで

FupやFnitは人工15Nトレーサーを用いた培養法で

測定されてきたが，これは煩雑な作業を伴う．さ

らにこうして求められたFupやFnitは，特定水塊に

おける特定時期の瞬間値に過ぎないので，対象と

する湖沼全体の年間平均値が必要となる場合に

は，観測点や深度や時刻や季節を変えた試料採取

と培養，そしてその 15N移行速度定量作業を繰り

返した上で，得られた速度を平均化する必要が

あった．また，こうして得られた速度は，容器へ

の隔離に伴う物理・化学・生物環境変化とか，逆

反応の同時進行とかいった点に関して不正確で

あった．これに対して新手法は，現存量を測定す

るのみで培養はしない．さらに観測の実施されて

いないインターバル間の情報が加味されているこ

とになるので，従来法の問題点の大部分が解消さ

れる．今後は，このΔ17O値を指標に用いて定量

化される水環境中のFupやFnitが，水環境の変動・

変化の鋭敏な指標として広く活用されることにな

ると期待している．

4．まとめ

本稿でご紹介した大気中の一部の気体分子の三

酸素同位体異常の発見には，蒲生先生の成層圏

CO2の酸素同位体比観測が大きな貢献をしている

（Gamoetal.,1989;Kawaguccietal.,2005;2008）．

オゾン（O3）が同位体異常を持つことは，それ以

前から知られていた（Mauersberger,1987）．しかし

蒲生先生がCO2に酸素同位体異常を発見したこ

とで，同位体異常を持つO3由来のO原子が，他の

気体分子に伝搬していることが明らかになり，後

に同位体異常を持つO原子の一部が，HNO3を経

由して地表にまでもたらされていることが見つか

る端緒となった．つまり，本稿でご紹介した，同

位体異常を地球表層圏・生物圏における物質循環

トレーサーとして活用する一連の研究は，蒲生先

生の研究がきっかけとなった．海底熱水や冷湧水

を中心とする蒲生先生の主要業績とは大きく

フィールドは異なるものの，やはり偉大な業績で

ある．本来の専門に閉じることなく，広い視野で
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図6 NO3-の三酸素同位体異常 (Δ17O)を指標に

用いて推定された摩周湖湖水中の窒素循環速度

(単位Mmolyr-1)(Tsunogaietal.,2011を一部改変).



研究を進めることの大切さを我々に教えてくれる．

一方，科研費「地球惑星科学」分科にあった細

目「地球宇宙化学」は廃止され，今後の申請では，

「宇宙惑星」「大気水圏」「固体地球」等といった研究

対象から，細目を選ぶことになった．また地球惑

星科学連合も，この会員となる上で，上記と同様

の分類から所属セクションを選ぶことが義務付け

られ，セクションが異なると，代議員の選挙権も

被選挙権も持てなくなってしまった．このような

風潮は，私には日本の地球惑星科学研究全体が，

そして日本の科学全体が， 蒲生先生の目指した

方向に逆行して，狭視野化しつつあることを示し

ている気がしてならない．後に続く世代の一人と

して，この危惧が杞憂であったと言える日が来る

ように，日々精進していきたい．

なお本稿は解説記事であり，内容の一部は過

去に自身らが執筆した日本語総説や解説記事

（角皆・中川，2014;角皆・中川，2016;角皆，2017）

と重複しています．また，本稿でご紹介した著者

らが関係する研究成果は，共同研究者の皆様と，

名古屋大学や北海道大学で拙研究室に所属してい

たスタッフや学生の皆様のご協力の賜であり，ま

たJSPS科研費26241006，15K12187，15H02804，

17H00780の助成を受けています．
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