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By using the hydrogen isotope exchange equilibrium between molecular hydrogen (H2) and
water vapor, a new method called HIReTS (Hydrogen Isotopes Remote Temperature Sensing)
was proposed for remote sensing of fumarole outlet temperatures. In this method, the hydrogen
isotopic composition (δD) of fumarolic H2 is obtained remotely from observation in a volcanic
plume, and the outlet temperature is then derived from the obtained δD of fumarolic H2. The
HIReTS method can be used to obtain the fumarolic temperature remotely in active volcanoes
when the actual fumaroles are inaccessible. Recent advances in using the 17O-excess (Δ17O) of
nitrate were summarized as well. Within the possible sources of nitrate in the natural environment, only atmospheric nitrate that is produced from atmospheric NO through photochemical
reactions can be characterized by the anomalous enrichment in 17O, reﬂecting the transfer of
an oxygen atom from ozone. In addition, Δ17O is stable during partial metabolism̶such as denitriﬁcation and assimilation, so by using these characteristics of Δ17O, the author and coworkers were able to trace the fate of atmospheric nitrate deposited onto surface ecosystems.
This also allowed the author and co-workers to propose a new method to quantify nitrate dynamics̶production rate through nitriﬁcation and metabolic rate through assimilation and denitriﬁcation̶in aquatic environments, using the Δ17O of nitrate. The Δ17O method is considered to offer an alternative to the traditional artiﬁcial tracer techniques for the determination
of nitrate dynamics, including temporal variations.
Key words: Stable isotopes, CF-IRMS, Molecular hydrogen, Volcanic plume, Isotope exchange
equilibrium, Nitrate, 17O excess

1.

軽元素安定同位体地球化学について

炭素・酸素・水素・窒素・硫黄といった軽元素は，

な軽元素の化合物の生成や分解には，無機的な化学反
応はもちろんですが，生物活動（酵素反応）や，多様
な人間活動が関与する可能性もあるので，各軽元素

地球表層圏でも，宇宙でも，主要構成元素となってい

（もしくは各軽元素化合物）の「起源」を解明したり，

て，生物の必須元素にもなっています。たとえば，コ

環境中における「挙動」を定量化したりすることは，

ンドライトも，温室効果気体も，栄養塩も，酵素も，

地球惑星科学や地球環境科学を中心とした広範な学術

アミノ酸も，主要部分はこれら軽元素から構成されて

分野で重要な研究テーマとなっています。しかし，各

いるので，軽元素は地球惑星科学や地球環境科学の多

軽元素の濃度（＝存在量）の分布を計測しているだけ

方面で重要な役割を担っていると言えます。このよう

でこれを実現するのは，容易なことではありません。
地球惑星科学や環境科学の諸分野では，この点が学術

名古屋大学大学院環境学研究科
〒464‒8601 愛知県名古屋市千種区不老町

的発展の足枷となっているように思います。
ただ幸いなことに，これらの軽元素には，複数の安
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Fig. 1 （Color online）Conceptual model illustrating use of natural stable isotopes as tracers in natural
environments（modiﬁed from Tsunogai and Nakagawa, 2018）.

定同位体が存在します。安定同位体なので，その相対

軽元素の安定同位体比が分析できるようになってか

存在度（＝同位体比）は基本的に一定で，現に地球表

ら 70 年以上経過した現在では，軽元素安定同位体比

層圏における各元素の主要なリザーバー（炭素なら海

のデータを目にする機会は極めて多くなりました。

水中の HCO や大気中の CO2，酸素や水素なら海水，

データを目にしても，新鮮味を感じない人が大部分だ

窒素なら大気中の N2，硫黄なら海水中の SO42− など）

と思います。そんな「古い研究」をした人が何で学会

の中の安定同位体比は，およそ一定です。しかし，各

賞の受賞対象になっているのか疑問に思う人も少なく

元素が主要リザーバーから分離され，別のリザーバー

ないかもしれません。

−
3

に移行する化学反応や相変化反応に際して，同位体間

実は，私が軽元素安定同位体比を最初に測定した 4

に（より正確には各 isotopologue 間に）反応速度の有

半世紀前でも，すでに軽元素安定同位体地球化学を

意な差が存在することがあります。その結果，リザー

「古い研究」と思う人は少なくなかったと思います。

バーが変わると，同位体比が微小に変化することがあ

修士課程進学直後で，希ガス同位体比を指標として海

ります（Fig. 1）。このような同位体比の変化を引起こ

底湧水系の研究をしていた私もその一人です。共同研

す化学反応や相変化反応は，同位体分別過程（iso-

究者の下には，軽元素安定同位体比分析用の前処理ラ

tope fractionation processes）と呼ばれています。

インや分析装置がすでに揃っていましたし，試料量に

1950 年代以降は，質量分析計を中心とした分析機

余裕もあったので，当初は「ついで」程度の位置づけ

器類の発展のおかげでこの同位体比のわずかな差異を

で分析しただけでした（詳細は，角皆，2002）。しか

測定できるようになり，この同位体比の差異を利用す

しその直後，軽元素安定同位体比の分析法や解析法に

ることで，自然界における物質の生成経路（起源）や

は，「革命」と呼んで良いほどの新展開が起こりまし

挙動を推定したのが，筆者らが専門とする軽元素安定

た。偶然にもこれに立ち会った私は，軽元素安定同位

同 位 体 地 球 化 学 で す（例 え ば， 酒 井・ 松 久，1996;

体比の指標としての有用性や面白さに取りつかれ，気

Hoefs, 2004）
。Fig. 1 は，軽元素安定同位体地球化学

づけば軽元素安定同位体比の分析や解析に研究の主軸

の原理を模式的・概念的に示したものです。ここで

を移していました。

は，ある物質（Fig. 1 中の「Sample」）を生成し，そ

学会賞の受賞記念論文である本論文では，まずこの

の起源として X（δ 値が−30‰）と Y（δ 値が−60‰）

軽元素安定同位体地球化学の分析面での新展開と，私

の二種が想定される「Unknown processes」，すなわ

の研究経過の概要を第 2 章でご紹介し，第 3 章以降

ち未知の過程を研究対象とする場合を考えています。

で，私が主体的に取り組んだ研究のいくつかを，その

「Sample」の同位体比が−30‰であった場合，「Sam-

研究動機と解析面での新展開に重点を置いてまとめま

ple」の 起 源 は X で あ る こ と が わ か り，「Unknown

した。読んでいただいた皆様に，筆者が感じている軽

processes」内の物質循環像が把握できるようになり

元素同位体比の指標としての有用性や面白さが，少し

ます。

でも伝わると幸いです。なお第 2 章でご紹介する分析
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法における新展開の一部は，奨励賞の受賞記念論文

−1000‰程度から＋10000‰程度まで変動）するのに

（角皆，2002）でも紹介済みで重複していますが，受

対して，例えば酸素の 18O/16O 比だと，最小 0.0019 か

賞者の研究成果や足跡を伝えることを主目的とする受

ら最大 0.0022 程度の範囲内で変動するに過ぎません。

賞記念論文の特質上，また，奨励賞受賞以降に取り組

この変動幅は δ 値に換算すると約 150‰です。そのた

んだ研究の動機や意義をご紹介する必要上，本論文で

め，軽元素安定同位体比の変動を捉えるには，悪くて

も簡単にご紹介させて下さい。また，それ以外にも過

も δ 値で‰レベル，場合によってはその 2 桁下の精度

去に自身らが執筆した日本語総説や教科書（角皆ほ

（0.01‰未満）が必要となります。

か，2006; 角皆，2007; 角皆ほか，2010b; 角皆・中

この微小な軽元素安定同位体比の変動を測定するこ

川，2014; 角皆・中川，2016; 角皆，2017; 角皆・中

とを目的に，さまざまな方法が試行されてきました。

川，2018）と内容が一部重複している点があること

2000 年代に市販品が登場した分光法（赤外領域にお

を，あらかじめお断りしておきます。

ける isotopologue 間の吸収波長の違いを利用する）も

また，本論文中では，各試料の同位体比を，基準物

急速に利用者が増えていますが，質量分析法がいまだ

質の同位体比との間の相対的なズレを表記した δ 値で

に最も一般的かつ高感度であり，また多種類の試料の

表していますが，定義はIUPACの新しい推奨に従って

測定に利用できます。最も一般的な質量分析法では，

いるのでご注意下さい。水素の安定同位体比（D/ H 比，

McKinney 型と通称される気体質量分析計を用いて同

ただし D＝ H）を例にとると，その δ 値（δD 値）は，

位体比を測定します。これは電子衝撃型イオン源によ

以下の式（1）で定義されます（Coplen, 2011）。

る正イオン化，数 kV 程度の電場による加速，磁場に

1

2

δD＝RX/RSTD−1

（1）

よる isotopologue イオンの分離，複式コレクターによ
る isotopologue 相対比の高精度測定，各 isotopologue

ここで，RX は対象となっている物質の D/ H 比，ま

相対比から目的とする元素の同位体比の計算という一

た RSTD は基準物質の D/ H 比です。また， O/ O 比を

連の手順で成り立っています。同位体地球化学の黎明

表す δ O 値や O/ O 比を表す δ O 値も同様に定義さ

期に高精度の同位体比測定を実現したので，IRMS

れます。本論文中では，国際標準物質である VSMOW

（Isotope-Ratio Mass Spectrometer）と呼ばれていま

を RSTD に用いて δ 値を表記しています。δ 値はそのま

す（Fig. 2）。まず測定対象となる物質中の測定対象の

までは，極めて小さい数値となるので，慣習に倣って

軽元素を何らかの化学反応を利用して測定用の気体分

1

1

18

17

16

18

16

17

1000 倍に拡大した上で，これに「‰（パーミル，＝

子（水素であれば H2，炭素であれば CO2 や CO，窒素

10−3）」を付記するか，もしくは δD の方に「×103」

で あ れ ば N2 や N2O， 酸 素 で あ れ ば CO2 や CO, N2O,

を付記して表記しています。

O2，硫黄であれば SO2 や SF6 など）に変換し，IRMS

さらに本論文では，アイソトポログ（isotopologue）

に導入して測定します。ただし，この測定用気体分子

という単語が繰り返し登場しますが，これはある分子

の IRMS への導入法には，（a）拡散によって導入する

に対する同位体分子（同位体置換体分子）の呼称で

方法（拡散導入法）と，（b）イオン化ポテンシャルの

す。 例 え ば CO2 に は， 主 要 isotopologue で あ る

高い He のキャリアガスに乗せて導入する方法（連続

12

C O O 以外に，微量 isotopologue である C O O
16

16

13

や C O O,
12

17

16

12

16

16

C O O 等が存在することになります。
18

16

フロー法）の 2 種類があります（Fig. 2）。
拡散導入法（Diffusion Inlet 法）は，約 70 年前の軽

同位体比の測定は isotopologue 比の測定結果から算出

元素同位体比測定の実現当初から用いられてきまし

され，同位体分別は isotopologue 間の性質の差に起因

た。測定対象の元素を測定用気体分子へ変換し，これ

します。

を高純度に精製した上で，その一部を IRMS に拡散で

2.

軽元素安定同位体比分析法の
新展開と研究経過概略

70 年も前から分析できていたので見過ごされがち

導入し，測定用気体分子の各 isotopologue イオンが形
成する複数のビームの出力比から同位体比を測定しま
す。通常は，試料用と同位体比既知の標準気体用の二
つの導入口（Inlet）を IRMS に装備し，試料と標準気

ですが，地球試料の軽元素安定同位体比の変動幅はご

体を交互に IRMS に拡散導入・同位体比測定すること

くわずかです。He の同位体比（3He/4He 比）が，地球

で，高い精度で試料の同位体比測定を実現するので，

試料だけで 3 桁以上に亘って変動（δ 値に換算すると，

Dual Inlet 法とも呼ばれています。導入する際に発生
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Fig. 2 （Color online）Schematic diagram showing the principles of the diffusion inlet isotope-ratio
mass spectrometer（IRMS）
（a）and the continuous-ﬂow IRMS（b）
（modiﬁed from Tsunogai et
al., 2006）
（EI: Electron Impact, HV: High Voltage）.

する同位体分別の影響を最小限に抑える必要上，測定
に 10

−3

mol から 10

−6

mol 程度の試料量を必要としま

プルなもので済むようになりました。
筆者が博士課程在学中の 1994 年に，指導教員だっ
た 脇 田 宏 先 生 が Finnigan MAT 社（現 在 の Thermo

す。
これに対して 1970 年代末に日本で開発された連続

Fisher Scientiﬁc 社） 製 の Delta S と い う， 連 続 フ

フロー法（Continuous-Flow 法）では，測定用気体分

ロー法に対応した IRMS（連続フロー型質量分析計：

子を He ガスの Flow に乗せて IRMS 内に短時間パル

CF-IRMS）を研究室（東京大学理学部地殻化学実験施

ス状に導入し，この時の各 isotopologue イオン出力比

設）に導入しました。市販の CF-IRMS が登場したの

の時間変化から，同位体比を測定します（Fig. 2）。

は 1990 年代に入ってからで，当時日本にあった CF-

IRMS 本体の構造で異なるのは排気系くらいで，他は

IRMS は，他社製を合わせても 5 台前後だったと思い

ほとんど差がありません。その測定精度は拡散導入法

ますので，これは私にとって非常に幸運な出来事でし

に若干劣るのですが，試料量がはるかに少なくて済み

た。導入時の研究室における主要用途は天然ガス試料

ます（10

−9

mol 前後）。また，He をキャリアガスとし

の δ13C 値測定でしたが，酒井均先生（当時山形大学）

て用いる反応装置（酸化炉や還元炉，熱分解炉など）

や蒲生俊敬先生（当時東京大学海洋研究所）のご指導

を IRMS の上流側に接続して条件を調整することで，

で，少しずつ海洋の軽元素同位体地球化学に傾倒しつ

測定対象の元素を測定用気体分子に変換する操作を自

つあった私は，この Delta S を使って海水中の CH4 の

動化できる可能性がありますし，He をキャリアガス

δ13C 値を測定することを計画しました。

として用いる精製装置（ガスクロマトグラフなど）を

ただし最終的な検出感度が 1000 倍に上昇したとし

IRMS の上流側に接続して条件を調整することで，測

ても，すぐに必要試料量が 1/1000 に減らせることに

定対象の物質の精製も自動化できる可能性がありま

はなりません。理由はいくつかありますが，CH4 の

す。さらに，精製装置から流出して IRMS に導入され

CF-IRMS 分析における最大の問題はブランクでし

る時間に差を作ることで，一つの試料から複数種の物

た。10−6 mol レベルの分析では問題にならなかった

質について，物質ごとの同位体比を測定することもで

ものが，10−9 mol レベルの分析では，コンタミ源とな

きる可能性もあります。加えて，IRMS に導入される

ります。また濃度と違い，測定対象元素を定量的に質

試料量が減少したおかげで，精製装置にしても，また

量分析計まで導入しないと，途中で同位体分別して，

反応装置にしても，拡散導入法と比較して小型でシン

同位体比が変化してしまう可能性があります。
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学位を取得した 1996 年頃までに，このブランクを

関係する学問を教えたことはもちろん，勉強したこと

はじめとした諸課題をクリアする自作の抽出・精製・

すら一度もありませんでした。おかげで，着任直後か

濃縮システムを構築してガスクロマトグラフおよび酸

ら，（CF-IRMS システムや実験室の立ち上げと並行

化炉を経由して CF-IRMS 本体（Delta S）に直結し，

して）講義や実験，実習の準備に多くの時間を割くこ

一般海水中の CH4 の δ C 値測定を実現することに成

とになりました。苦労も多かったのですが，おかげで

功しました（Tsunogai et al., 1998）。そのおかげで海

地球惑星科学に関する知識が増え，興味の対象も広が

洋亜表層や深層，さらに湖水中に出現する各種 CH4

りました。また学生や他の研究室から寄せられるさま

濃度極大層の起源を解明することが可能になり，ま

ざまな要望に対応するため，1 台しかない CF-IRMS

た，海底面上の CH4 放出源の地球科学的特徴を水面

の用途に関して，知恵を絞ることも多くなりました。

13

からの観測で（＝潜水調査船等を使って放出源におい

その結果，CF-IRMS の分析項目は，北大異動以前

て直接観測を行わなくても）推定することも可能にな

に 分 析 法 を 確 立 し て い た CH4 に 加 え て，CO（Tsu-

りました（Tsunogai et al., 1998, 2010c, 2012; Gamo

nogai et al., 2000a, 2002a, 2005; Nakagawa et al.,

et al., 2004; Sasakawa et al., 2008; Kawagucci et al.,

2004）
, N 2O（Komatsu et al., 2008; Hirota et al.,

2008, 2010, 2012; Nakayama et al., 2010 等）。また，

2009, 2010; Kawagucci et al., 2010）， 炭 化 水 素 類

微生物による CH4 代謝が進行した時に，その同位体

（Tsunogai et al., 1999; Saito et al., 2002, 2011; Ka-

比が大きく変動（＝同位体分別）する性質を利用する

meyama et al., 2009; Tsunogai et al., 2010c），ハロ

ことで，海水や海底堆積物中，さらに海底熱水系や冷

ゲン化炭化水素類（Komatsu et al., 2005; Kameyama

水湧出系の中で進行する微生物活動について，代謝過

et al., 2009）, H2（Komatsu et al., 2011; Tsunogai et

程の有無や，その代謝量の定量化が実現できるように

al., 2011b, 2016a; 角皆ほか，2013），炭酸塩（Ishi-

なりました（Nishimura et al., 1999; Tsunogai et al.,

mura et al., 2004, 2008, 2012; Kitagawa et al., 2013）
,

2000b; Tsunogai et al., 2002b; Gamo et al., 2010）。

NO−
3 （Tsunogai et al., 2010a, 2011a; Nakagawa et

この同位体分別と，遺伝子解析を組み合わせた微生物

al., 2013）
，有機体窒素（Tsunogai et al., 2008; Konno

生態の解明手法は，今や関係分野では常法となってい

et al., 2010; Yamazaki et al., 2011, 2013, 2015,

ますが（Takai et al., 2004, 2008; Inagaki et al., 2004;

2016）と拡大し，研究分野も海洋化学や大気化学か

Nakagawa et al., 2005; Arakawa et al., 2006 等），こ

ら，水文・陸水学，生態学，微生物学，火山学，古環

れは CF-IRMS による高感度化のおかげで，低濃度の

境学などに拡大しました。2012 年に名古屋大学の環

代謝残渣でも同位体比が分析できるようになったこと

境学研究科に移動して新しい研究室を立ち上げ，CF-

で生まれた成果と言えます。

IRMS も計 3 台になりましたが，分析項目の多さや研

学位取得後は，研究対象である CH4 が大気中で温

究分野の広さはそのままに現在に至っています。

室効果気体として重要だった縁から，東京工業大学総

この間に行ったすべての研究について，その動機や

合理工学研究科の吉田尚弘教授が代表を務めるプロ

意義をご紹介するのは無理なので，本論文では，
（1）火

ジェクトのポスドク研究員として雇用され，そこでも

山から放出される噴煙（プルーム）の H2 の δD 値を分

CF-IRMS の同位体質量分析システムを複数立ち上げ

析し，これを指標として活用することで，遠隔からの

ました。1999 年には，同じ東京工業大学総合理工学

噴気温度推定を実現した研究（第 3 章）と，（2）地球

研究科の都市圏大気環境分野（吉川邦夫教授）の講師

表層環境中の NO−
3 の三酸素同位体異常を測定し，こ

に採用され，さらに翌 2000 年に，北海道大学大学院

れを指標として活用することで，新しい窒素循環速度

理学研究科地球惑星科学専攻の助教授に採用され，同

定量法を開発した研究（第 4 章），の二つに絞ってご

時に異動した蒲生俊敬教授とともに，虎の子の CF-

紹介したいと思います。また最後の第 5 章で，筆者が

IRMS（Finnigan MAT 社製 MAT 252）を備えた新し

夢想する軽元素安定同位体地球化学の将来展望をご紹

い研究室（地球化学グループ，通称 3G）を立ち上げ

介させて下さい。

ました。
北大で就いたポストは，元々は同大学理学部の地質
学鉱物学教室の鉱床学講座に由来するものでした。私
は化学の出身でしたので，地質学や鉱物学，鉱床学に
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噴煙中の水素安定同位体比を利用した
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遠隔噴気温度推定
3.1

火山ガスについて

潤
種類や圧力には依存しなくなることが古くから知られ
ています（Urey, 1947）。この状態は「同位体交換平
衡」と呼ばれています。したがって H2O‒H2 間がある
温度で同位体交換平衡に到達すると，H2O の δD 値と

火山から放出される物質（火山噴出物）のうち，気

H2 の δD 値の相対値である（δDH2O＋1）
（
/ δDH2＋1）比

体のものを「火山ガス」と呼びます。火山ガスの主成

は，温度のみの関数となります（Richet et al., 1977;

分は水蒸気（H2O）です。火山ガスの噴出時の温度

Fig. 3）。

（噴気温度）は，静穏な火山であれば 100℃前後のこ

400℃を超えるような高温の噴気孔から放出される

とが多いのですが，活動的な火山だと 1000℃を超え

火山ガス中では，その火山ガス中の H2O の δD 値と H2

るもこともあります。しかし，この火山ガスが大気中

の δD 値をもとに，H2‒H2O 間に水素同位体交換平衡

に放出されると，その直後に大気と混合して急冷され

を仮定して算出した温度（以下「平衡温度」と呼び，

て水蒸気が凝縮し，雲のような見た目になります。こ

AETD と表記する）が，噴気温度と一致することが，

の大気に希釈された火山ガスは噴煙，もしくはプルー

富山大学にいらした水谷義彦先生らが 1970‒80 年代

ムと呼ばれ，風下側に輸送されながら拡散し，やがて

に行った観測によって明らかになっていました

目視できなくなっていきます。火山ガスは，水蒸気以

（Fig. 4）。例えば昭和新山（北海道）では，1954 年に

外に，二酸化炭素（CO2）や二酸化硫黄（SO2），水素

800℃だった噴気孔が 1977 年に 617℃へ，また那須岳

（H2），一酸化炭素（CO），硫化水素（H2S），塩化水素

（栃木県）では 1960 年に 489℃だった噴気孔が 1969

（HCl）などを含みます。

年には 277℃へ噴気温度が低下する様子が観測された

火山ガスの噴気温度は，その山体内で進行している

のですが，この噴気温度の減少に追随して，火山ガス

マグマ脱ガス様式や，地下水系との接触の有無，火山

中の H2‒H2O 間の AETD も，昭和新山では 750℃から

活動度の現況や今後の推移などを推定する上で，極め

630℃に，那須岳は 470℃から 290℃に低下しました

て有用です。たとえば爆発的噴火をしている火山の噴

（Mizutani, 1983）。

気温度から，それが水蒸気噴火か，それともマグマ噴
火か，区別することができる可能性があります。しか
し，噴火中の火山の噴気孔に近づいて温度を測定する
のは現実的ではありません。また，物体がその温度に
応じて異なる電磁波を放射する性質を利用して遠隔か
ら噴気温度を推定する方法もありますが，100 m も離
れると著しく確度が低下することが知られています。
また噴気孔が火山灰や山体そのものに遮られると，電
磁波は届かないので，噴気温度も測定できません。
3.2

HIReTS 法の基礎と活用

例 え ば H2O‒CO2‒SO2‒CO 間 の O と か，H2O‒H2‒
H2S 間の H に代表されるように，火山ガス中には，複
数種の分子間にまたがって共通に存在している元素が
いくつか存在します。またこのような元素の多くは複
数の安定同位体から構成されています。H であれば，
1

H と重水素（D）の二種類の安定同位体から構成され

ていて，各分子（H2O · H2 · H2S）に，それぞれ δD 値が
存在します。
H2O と H2 のように，ある元素が共通に含まれる異
種分子間で何らかの化学反応が平衡に到達すると，各
分子におけるその元素の同位体比の相対値は，各分子
の構造と温度のみの関数となり，経由する化学反応の

Fig. 3

Relationships between the value of ln
｛
（δDH2O＋1）
/
（δD H2 ＋1）｝
（ x-axis）and the reciprocal of the
square of AETD（apparent temperatures assuming hydrogen isotope exchange equilibrium between H2O and H2）in K（left y-axis）, together
with the AETD in ℃（right y-axis）
（modiﬁed from
Tsunogai et al., 2013）.

軽元素安定同位体比の高感度分析に基づく地球惑星科学研究・地球環境科学研究の新展開

Fig. 5
Fig. 4

The calculated temperatures assuming isotope exchange equilibrium between H2 and H2O in fumarolic gases（AETD）plotted as a function of the actual fumarole outlet temperatures（open circles:
Showashinzan, open squares: Nasudake, open
triangles: Yakedake, black circle: Tarumae, black
square: Kuju, black triangle: E-san, black diamond: Satsuma-Iwojima）
（data sources: Tsunogai et al., 2011b, 2013; Mizutani, 1983）
.
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Schematic diagram showing the principle of
HIReTS（modiﬁed from Tsunogai et al., 2013）.

の差異は極めて小さいので，世界の島弧火山ガスの
H2O の平均的な δD 値で代用しても推定温度に与える
影響は小さい，の二つが理由です（Tsunogai et al.,
2011b）。
Tsunogai et al.（2011b）では，HIReTS 法のアイデ
アを提案するとともに，これを検証するため，観測者
が接近することができる樽前山（北海道）の高温噴気

その一方で，大気中の H2 と H2O は同位体交換平衡

孔（噴気温度 609℃）で実験を行いました。噴気孔で

状態になっていません。これは噴気孔に比べるとはる

直接火山ガス試料を採取すると同時に，この噴気孔か

か に 低 温 で， か つ H2O が 微 量 成 分（主 成 分 は N2 や

ら放出され，風下側に流れてくる噴煙を複数の真空容

O2）となっている大気中だと，H2‒H2O 間の水素同位

器中に採取しました。そして実験室に持ち帰った噴煙

体交換反応は進行しないことを意味しています。した

試料について CF-IRMS を用いて H2 の濃度と δD 値を

がって，400℃を超える火山ガスが大気中に放出され

調べ，噴気孔で直接採取した火山ガス試料中の H2 の

て急冷されると，火山ガス中の H2O‒H2 の間の同位体

δD 値と比較しました。噴煙中の H2 濃度は，噴気孔か

交換反応が瞬時に停止し，それぞれの δD 値は変化し

ら風下側に約 15 m 離れた場所で一般大気中の約 60

なくなるはずです。つまり，急冷直前の噴気温度が，

倍，約 50 m 離れた場所で 4 倍，約 100 m 離れた場所

火山から大気中に放出された H2 や H2O の δD 値に記

で 1.3 倍でした。さらに，噴煙試料中の H2 の濃度の

録されていることになります。大気中に放出された

逆数と，H2 の δD 値が直線的な関係を示すことが明ら

H2 や H2O は噴煙となって風下側に輸送されるので，

かになりました（Fig. 6（a））。これは濃度と同位体比

これを利用して急冷直前の噴気温度を遠隔測定するこ

の異なる二種の気塊が大気中で単純混合していること

とができるのではないかと着想し（Fig. 5）
，これを

を示していて，直線上の低濃度側（Fig. 6
（a）の右上

HIReTS 法（Hydrogen Isotopes Remote Tempera-

側）にあるのが大気中に存在する H2，高濃度側（Fig.

ture Sensing）と名付けました。

6（a）の左下側）にあるのが噴気孔に由来する H2 で

HIReTS 法で温度を決定するには，原理的には，H2

す。この直線関係を利用して噴気孔由来の H2 の δD 値

と H2O の両方の δD 値が必要になります。しかし実際

を推定したところ，−260±30‰となり，噴気孔にお

上は，H2 の δD 値を求めるだけで，十分な精度と確度

いて実測した H2 の δD 値（−247.0‰）と誤差内で一

で噴気温度が推定できます。これは，①火山ガス中の

致することを確認しました。同様の一致は，恵山（北

H2O の存在量は H2 の存在量よりも圧倒的に多いため，

海道）や九重硫黄山（大分県）の比較的低温の噴気孔

平衡温度の変化は主に H2 の δD 値の変化に反映され，

と噴煙の間でも確認されました（Fig. 6（b）および 6

H2O の δD 値はほとんど変化しない，②温度変化に伴

（c）
）。つまり噴気孔からある程度離れた場所で噴煙試

う H2 の δD 値変化に比べると，火山間の H2O の δD 値

料を多数個採取することで，噴気孔における H2 の δD
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Relationship between δD of H2 and the reciprocal of H2 concentration in the volcanic plume of
Tarumae（a）, Kuju（b）
, E-san（c）
, and Aso（d）
（open circles）, together with those in each fumarole（solid circles）. Each solid line is the least squares ﬁtting of the plume samples, while
each dotted line is the 2σ variation envelope of the ﬁtting line（modiﬁed from Tsunogai et al.,
2011b）.

値が推定できることを意味します。

測噴気温度（609℃）と誤差範囲内で一致することを

そこで Tsunogai et al.（2011b）では，噴煙を用い

確認しました。さらに薩摩硫黄島（鹿児島）では，火

て遠隔より推定した，樽前山における火山ガス中の

口全体から放出された噴煙から HIReTS 法を用いて

H2 の δD 値と，島弧火山ガスの高温噴気孔の H2O の

噴気温度を 813±10℃と推定し，やはり火口内の噴気

平均的な δD 値（−24.5±7.3‰）から，Fig. 3 の関係

孔の実測最高温度（800‒900℃）と誤差範囲内で一致

を利用することで噴気温度を 583±88℃と推定し，実

することを確認しました（角皆ほか，2013）。

軽元素安定同位体比の高感度分析に基づく地球惑星科学研究・地球環境科学研究の新展開
そこで噴気温度が直接観測できない火山に HIReTS
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熱水試料処理時にアルカリ液に吸収されずに残った気

法を応用しました。阿蘇中岳（熊本県）の第一火口

体）試料で，％前後の濃度レベルで H2 を含んでいま

は，直径 600 メートル，深さ 130 メートルもあり，火

す。濃度が ppm 前後の大気試料や噴煙試料の分析は

口底にある多数の噴気孔から，轟音とともに大量の噴

論外でした。

煙を噴出しています。もちろんこの火口底に降りて，

と こ ろ が CF-IRMS を 用 い る こ と で，H2 濃 度

噴気温度を実測した人はいません。そこで我々は火口

0.5 ppm の一般大気試料であっても，200 mL 程度の

縁で待機しながら，時折流れて来る噴煙を真空容器に

試料量で δD 値が測定できるになりました（Rahn et

採取して持ち帰り，火山ガス中の H2 の δD 値を−172

al., 2002; Rhee et al., 2004; Komatsu et al., 2011）。

±16‰，噴気温度を 868±97℃と推定しました（Fig.

さらに，高感度化の副産物として，質量分析に至るま

6
（d））
（Tsunogai et al., 2011b）。その後阿蘇では複

での前処理作業を簡便化し，さらにこれに要する時間

数回の観測を行い，およそ 150℃程度の幅で噴気温度

を大幅に短縮できるようになりました。筆者らの名古

が時間変動していることが明らかになりました。ま

屋大学の分析システムを用いる場合，He をキャリア

た，火口底に降りるのはもちろん，火口縁にすら近づ

ガスとして計 4 段の低温トラップやガスクロマトカラ

くことができない桜島（熊本県）では，プロペラ機を

ムを通すことで試料中の H2 を共存成分（N2 · O2 · Ar ·

用 い て 噴 煙 試 料 を 真 空 容 器 に 採 取 し， 噴 気 温度を

CO2 · H2O · SO2 · H2S 等）から分離し，そのままCF-IRMS

1050±120℃と推定しました（Tsunogai et al., 2016a）
。

に 導 入 し δD 値 を 測 定 し て い ま す（Komatsu et al.,

これは火山岩の融点に相当する高温であったことか

2011）。前処理を含めた分析所要時間は 1 試料 50 分程

ら，観測が行われた 2014 年 9 月の時点で，マグマが

度ですし，操作は全自動化されています。つまり CF-

桜島の火口直下に迫っていたことが明らかになりまし

IRMS による高感度化のおかげで，HIReTS 法が実現

た。

できたのです。

3.3

HIReTS 法の技術的背景

1990 年代までの同位体分析技術で噴煙試料や大気
試料をある程度の精度で測定するには，H2 量として
少なくとも 1 μmol（＝10

−6

mol）を必要としました

4.
4.1

三酸素同位体異常の物質循環研究への応用
軽元素安定同位体地球化学の本質的欠陥と三
酸素同位体異常

（Bainbridge et al., 1961; Kiyosu, 1983; Gerst and

話を東京工業大学で講師となった 1999 年頃に戻し

Quay, 2001）。これは 1 気圧下の一般大気試料（H2 濃

ます。当時同じ専攻で博士課程在学中だった中川書子

度 0.5 ppm）で換算すると，45 L 以上に相当します。

さん（現在は名古屋大学）から，大気中の一酸化炭素

またこの大容量の試料を実験室に持ち帰り，H2 分子

（CO）の酸素同位体比に関する興味深い論文をいくつ

のみを沸点差等を利用して選択的に取り出した上で

か紹介していただきました。その半年くらい前から，

H2O 化して捕集・濃縮し，これを再度 H2 に還元して

彼女は私と協力しながら，CF-IRMS を用いた CO の

質量分析計に導入し，δD 値を測定していました。こ

高感度同位体比測定法開発に取り組んでいたのです

の作業は，一試料あたり 2 時間から 3 時間程度を必要

が，難航していました。δ13C 値のみで見切り発車さ

としました。また，専用の前処理系（ガラス製の真空

せて観測に軸を移すか（私の主張），当初予定通り

ライン等）を構築する必要があり，これに極めて高度

δ13C 値と δ18O 値の同時測定に固執するか（中川さんの

な技術を必要としました。

主張）で悩んでいました。彼女が私に論文を紹介した

1980 年代を中心に水谷先生や清棲先生が発表され

主目的は，私に CO の酸素同位体比測定の重要性を訴

た，火山ガスや温泉ガス中の H2 の δD 値に関する一連

えることだったと思うのですが，私は彼女の思惑通り

の論文（もちろん拡散導入法で分析）を，私は 1990

に，あるいは思惑以上に，酸素同位体比測定に強く惹

年代に読みました。当時海底熱水中の希ガス組成を分

かれました。以下では，その背景となっていた，安定

析していたのですが，得られる情報を増やそうとして

同位体地球化学が抱える「本質的欠陥」と，私が酸素

H2 の δD 値も分析できないか検討したのが理由でし

同位体比，特に三酸素同位体異常に強く惹かれ，その

た。ところが前処理系の構築はハードルが高く，論文

後の研究の主軸に据えた理由について，自身の研究の

を読んだだけで断念しました。この時分析しようとし

進展を含めて以下にご紹介します。

たのは，海底熱水の R-gas（アルカリ吸収法を用いた

第1章でご紹介したように，軽元素安定同位体地球化
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学は，自然界で進行する軽元素の同位体分別（isotope

素（O）の場合について，その内容を簡略化して説明

fractionation）を，自然界における物質の起源判別

します。

や，挙動解明の指標として活用します（Fig. 1）
。とこ

O には δ18O 値および δ17O 値という二つの独立した

ろが研究を進めていると，Fig. 1 の論理が成立しない

安定同位体比が共存していて，δ18O 値が同位体分別

（＝δ 値が指標として使えない）ケースに直面する機会

によって変化すると，δ17O 値も変化します。しかし

が増えてきました。そのようなケースで問題となった

この両者はそれぞれバラバラに変化する訳ではありま

のは，「Unknown processes」内に想定外の同位体分

せん。もし，各 O の同位体を含む各 isotopologue（例

別過程が存在する可能性です。Fig. 1 に示す論理で，

14 16 17 − 14 16 18 −
えば 14N16O−
N O2 O , N O2 O など）が質量（＝分
3,

「Sample の起源は X である」と結論するには，研究対

子量）以外の性質に差がなければ（＝質量の違いのみ

象の「Unknown processes」内に，同位体分別過程が

に依存して同位体分別していれば），δ17O 値の変化に

存在しない（もしくはその影響は無視できる，もしく

対する δ18O 値の相対的な変化は，反応の種類や進行

は補正できる）ことが前提として必要です。仮に実際

度合い，さらに関係する分子の種類に依らず，以下の

の起源が Y であったとしても，
「Unknown processes」

ような簡単な比例式で表すことができます（Matsuhisa

内で＋30‰の同位体分別過程が存在すると，Sample

et al., 1978; Young et al., 2002）。

の δ 値は−30‰となってしまうので，起源 X と区別で
きなくなるからです。つまり，安定同位体比が指標と

ln（1＋δ17O）＝β×ln（1＋δ18O）

（2）

して活用できるのは，「Unknown processes」内で進

ここで β は比例定数を表し，あとで述べるように

行する反応の種類や，その反応進行度に関して，かな

0.52 前後の値となります。また δ17O も δ18O もせいぜ

りの制約ができる（＝既知である）場合に限られま

い 100 ‰ 未 満（＝0.1 未 満）， 大 部 分 は 10 ‰ 未 満（＝

す。

0.01 未満）で 1 に比べると小さいので，式（2）に対し

し か し， 同 位 体 比 を 指 標 に 使 う 研 究 の 動 機 は，
「Unknown processes」
（未知の過程）を解明すること
にあったはずなので，これを既知であるとするのは，
論理的には矛盾しています。また，起源 X と起源 Y の
間で同位体比が異なるのは，Fig. 1 の中に「Isotope

て，a≪1 の条件下で，ln
（1＋a）≒a という近似式を適
用して式（2）を簡略化すると，以下の式（3）となり
ます。

δ17O＝β×δ18O

（3）

fractionation processes」として示した過程，すなわ

同位体分別を引き起こす含 O 分子の種類（例えば

ち同位体分別過程が存在するおかげなので，これらと

O2, H2O, NO−
3 など）が変わると，比例定数 β の値は少

隣接することが多い「Unknown processes」に同位

し変わります。しかし，各分子の β を実際に計算する

体分別過程が存在しない（もしくはその影響は無視で

と，いずれも 0.51 から 0.53 程度で分子による差はほ

きる，もしくは補正できる）ことを仮定するのは，非

とんどありません。さらに，こうして質量に依存して

現実的であることが多いのです。この問題を私は，半

同位体分別した O と，同じく質量に依存して同位体

ば自虐的に「安定同位体地球化学の本質的欠陥」と呼

分別した O が混合する場合も，この質量に依存した同

んでいました。「本質的欠陥」を抱えたまま強引に安

位体分別で見られるのと同じ直線的な関係（式（3）の

定同位体比を指標に使う研究は古環境学を中心に極め

関係）が δ17O 値と δ18O 値の間に成立します。したがっ

て多く，私は軽元素安定同位体地球化学に失望しかけ

て，関係する isotopologue が質量以外に性質の差がな

ていました。

い場合は，何度同位体分別や混合が起きたとしても，

ところが中川さんが紹介してくれた一連の論文を読

δ17O 値と δ18O 値の間に常に式（2）および（3）が成立し

むと，複数の安定同位体比を持つ軽元素，より具体的

ます。これが Fig. 7 中に，原点を通る太線として表さ

には，酸素（O）や硫黄（S）のように三種以上の安定

ていれる関係で，この線は「質量依存同位体分別線

同位体が存在する元素（O は O,
16

は S,
32

33

S,

34

S,

36

17

O,

18

O の三種，S

S の四種の安定同位体が存在）だと，

（MDFL: Mass-Dependent Fractionation Line）
」とか，
「地球型同位体分別線（TFL: Terrestrial Fractionation

同一元素内の複数の安定同位体比を組み合わせること

Line）
」呼ばれています。実際，海水や天水，珪酸塩，

で，特定の同位体分別と，別の同位体分別を区別する

大気中の酸素分子といった地球上の大部分の含 O 分

ことができる可能性が示されていました。以下では酸

子の δ17O 値と δ18O 値は，この MDFL の線上，もしく
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The triple oxygen isotopic compositions of atmospheric nitrate（NO−
3 atm）and other terrestrial
oxygen compounds. The bold line denotes mass-dependent fractionation line.

はそのごく近傍に分布しています。なお平均的な β とし

きるようになります。例えば大気中の HNO3 の三酸素

て，式（2）の場合は 0.5279（Miller, 2002; Kaiser et

同位体異常の場合は，O の一部が O3 由来であること

al., 2007）を，また式（3）の場合は 0.52（Thiemens

を反映していると考えられており，その三酸素同位体

et al., 2001）を使用するのが一般的です。

異 常 の 大 小 か ら，O3 由 来 の O 原 子 数 や，NO か ら

ところが，この MDFL から酸素同位体比を大きく逸

HNO3 に至る光化学反応経路がわかります（Michalski

脱させる O の同位体分別（質量非依存同位体分別）が，

et al., 2003）。そこで以下の式（4）
（MDFL に式（2）を

特定の気相反応で生じることが先の一連の論文で明ら

用いる場合）もしくは式（5）
（MDFL に式（3）を用い

かにされていました（Fig. 7）
。代表的な反応が，大気

る場合）で定義される Δ17O 値を用いてその大小を定

中でオゾン（O3）が生成・分解する際の反応です。質

量化し，各種指標として活用しています。

量非依存同位体分別が発生するメカニズムの詳細はま
だ議論の余地があるのですが，O3 の主要 isotopologue
である O O O が対称形であるのに対して， O O O
16

16

16

16

16

17

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 isotopologue 間に発生させてい

1＋ δ17O
Δ17O ＝
1,
β －
18
（1＋ δ O）

（4）

∆ 17O＝δ17O−β×δ18O,

（5）

一例として，Fig. 8 に，佐渡（新潟県）で私達が観測

ることが主要因と考えられています（Marcus, 2013）
。

した，大気から降水を経由して地表に沈着する HNO3

対流圏大気中の分子であれば，O3 以外に CO や HNO3，

17
（NO−
3 atm）の Δ O 値の時間変動を示しました（Tsuno-

N2O などが式（2）および式（3）の関係に対して δ O 値

gai et al., 2016b）。NO−
3 atm は例外なく正の三酸素同

が正方向に，また O2 の δ17O 値が Fig. 7 中では判別で

位体異常（Δ17O＞0‰）を示し，最小でも＋18.6‰，

きないほどほんのわずかに負方向にずれていることが

最大で＋32.4‰に達しています。また夏季に減少し，

明らかになっており，このずれは，それぞれ「正の

冬季に増加する季節変動を示すことがわかりますが，

（三酸素）同位体異常」，「負の（三酸素）同位体異常」

これは NO から NO−
3 atm に至る光化学反応経路が，季

17

と呼ばれています。

節変動することを反映しています（Fig. 9）。

今，ある物質中の O が同位体異常を示す場合，その

大気中の光化学反応過程は複雑で，これによって生

O は，海水や珪酸塩といった地球上の主要 O リザー

成する物質の同位体比は多数の同位体分別過程の組み

バーから分離された後のどこかの段階で質量非依存同

合わせで決まるので，一般的な同位体比（δ15N や δ18O

位体分別を経験した上で，その物質に含有されるに

など）を指標に使って光化学反応過程を解明すること

至ったことになるので，その分子の生成経路が制約で

は困難でした。したがって，大気中で進行する光化学
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Fig. 8 （Color online）Temporal variations in the values of δ15N（a）, δ18O（b）, and Δ17O（c）of nitrate in
wet deposition recorded at the Sado-seki national air monitoring station（modiﬁed from Tsunogai et al., 2016b）.

どを元に推定するしかありませんでした。これに対し
17
て NO−
3 atm の Δ O 値は，光化学反応過程の途中で進行

する一般的な同位体分別過程では変化せず，O3 由来
の O 原子数を直接的に反映します。したがって，これ
を指標に用いることで，光化学反応経路を直接的に推
定できるようになりました（Nelson et al., 2018）。ま
た氷床などを利用することで，過去の大気中の光化学
反 応 過 程 の 解 明 に も 応 用 で き ま す（Sofen et al.,
2014）。
Fig. 9

Simpliﬁed chemistry leading to formation and deposition of atmospheric nitrate in the troposphere
（modiﬁed from Tsunogai and Nakagawa, 2016）.

以上まとめると，自然界には Δ17O 値が変化する同
位体分別過程と，変化しない同位体分別過程が存在
し，一般的な化学反応や相変化反応だと，Δ17O 値は
変化しません。つまり水圏や地圏といった地球表層環

反応過程は，①関連成分の濃度とその時間変化，②室

境 中 で あ れ ば， 仮 に「Unknown processes」 内 で

内実験で決定した反応速度定数，③極微量活性物質

あっても，そこで Δ17O 値は変化しないことは仮定で

（OH ラジカルなど）の濃度の直接・間接測定結果，な

きるので，論理の「欠陥」は解消されます。軽元素安
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定同位体比を指標に用いた論文を書く度に，想定外の

et al., 2003）や米国東海岸 Princeton（40°N; Kaiser

同位体分別過程の存在の可能性に苦しんでいた私に

et al., 2007）といった他の中緯度帯において報告され

とって，Δ17O 値指標は救世主に見えました。

17
た NO−
3 atm の年平均 Δ O 値ともほぼ一致しました。同

4.2

三酸素同位体異常の測定法開発と窒素循環研
究への応用

緯度帯であれば，場所に依らずほぼ同じ年平均Δ17O 値
（＋26±3‰）を示したことで（Tsunogai et al., 2010a,

2000 年に北海道大学に移動したのと同時に，CF-

2016b），地表環境中に沈着した後の NO−
3 atm の追跡や

IRMS を用いた三酸素同位体異常（Δ17O 値）の分析法

窒素循環研究への応用は容易になりました。以下では

開発と，これを指標に活用する研究を開始しました。

その原理を説明します。

3年後には中川書子博士が助手で加わり，まずCF-IRMS

海洋や陸水，土壌と言った地球表層環境中では，硝

を使った CO2 の Δ O 値分析に取り組み（Kawagucci

化と呼ばれる微生物反応によって，アンモニアから

17
et al., 2005），次に硝酸（NO−
3 ）の Δ O 値分析に取り

−
NO−
3 （NO3 re）が生成します（ただしアンモニアの大

組みました。地球表層環境中の NO−
3 は，植物や植物

部分は有機体窒素の再無機化反応で生成するので，

プランクトンが光合成を行う際に必須となる物質（栄

NO−
。このNO−
3 re は有機物由来とも言える）
3 re 中のOは，

養塩）の代表格です。個々の陸上生態系や海洋生態系

式（2）および（3）で表される質量依存の関係が成立

に対する NO の供給速度は，それぞれの系内で進行す

する O2 もしくは H2O に由来し（Fig. 7），さらにそれ

る一次生産量を律速し，生態系構造を左右することが

が生成する反応過程で起きる同位体分別は一般的な質

多いので，私たちは早い段階から，NO のΔ O 値分析

量依存同位体分別なので，Δ17O 値はほぼ 0‰です。し

を重要視していました。しかもちょうどその頃，NO を

−
たがって，NO−
3 atm が地表に沈着し，そこで NO3 re と

N2O 化し，この N2O を CF-IRMS に導入して分析する

混合すると，Fig. 10 に模式的に示すように，その混

ことで NO の δ O 値分析を実現する新手法が相次い

合比に応じて Δ17O 値は減少します。一方，NO−
3 atm と

で開発されていたので（Casciotti et al., 2002; McIlvin

−
−
NO−
3 re が混合した NO3 （Fig. 10 中の NO3 total）が，地

and Altabet, 2005），あとは N2O の Δ17O 値さえ分析

表環境中で何らかの同位体分別を受けると，その δ17O

できるようにすれば良いはずでした。

値や δ18O 値は変化してしまいますが，Δ17O 値は変化

17

−
3

−
3

17

−
3

−
3

18

しかし N2O の Δ17O 値分析法開発を進める中で，こ

しません（Fig. 10）。つまり，同位体分別過程の有無

れを実現するには質量分析計本体，特に検出器の改造

17
に 依 ら ず，NO−
3 の Δ O 値 か ら， そ の 中 に 含 ま れ る

が不可欠であるとの結論に至りました。質量分析計本

−
NO−
3 atm と NO3 re の混合比を算出することができます。

体の改造には，ある程度大型の予算が必要だったの

17
−
さらに，NO−
3 の濃度と Δ O 値から，NO3 atm の絶対濃

17
で，NO−
3 や N2O の Δ O 値分析法開発は中断を余儀な

くされました。機会あるごとに予算獲得のための申請
書を書くものの，ことごとく不採択という結果に苦悶
する日々が 3 年近く続きました。2006 年になって環
境省の地球環境研究総合推進費に申請が採択され，よ
17
うやく N2O の Δ17O 値分析，続いて NO−
3 の Δ O 値分

析を実現することができました（Komatsu et al., 2008;
Tsunogai et al., 2008, 2010a）。
分析法が完成し，まず最初に取り組んだのが，Fig.
8
（c）に示したような，大気から地表に沈着するNO−
3 atm
の平均 Δ17O 値の決定でした（Tsunogai et al., 2010a;
2016b）。Tsunogai et al.（2016b）では，Fig. 8（c）に
17
示した結果を用いて，沈着する NO−
3 atm の年平均 Δ O

値を＋26.3‰と見積もりました。この年平均 Δ17O 値
は，日本の利尻島（45°N）で観測した年平均 Δ17O 値
（＋26.2‰ ; Tsunogai et al., 2010a）と驚くほど良く
一致し，さらに米国西海岸のLa Jolla（33°N; Michalski

Fig. 10

Schematic of the relation between atmospheric
−
nitrate（NO−
3 atm）and remineralized nitrate（NO3 re）
on the plot of triple oxygen isotopic compositions
（modiﬁed from Tsunogai and Nakagawa, 2014）.
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Fig. 11 （Color online）Schematic of the biogeochemical processing of atmospheric nitrate, together
with the gross amount of nitrate supplied/removed during one year in Rishiri island（unit:
Mmol yr−1）
（modiﬁed from Tsunogai et al., 2010b）.

度を算出することもできます。したがって，地表環境

とになり，また島外に流出する NO−
3 の大部分は，有

中の NO−
3 atm 絶対濃度の時空間分布を求めることができ

機体窒素から硝化で再生した NO−
3 re で占められている

るので，ここから，地表環境に沈着した後の NO−
3 atm

ことが明らかになりました（Fig. 11）。

を追跡できます。以下では，NO の三酸素同位体異常

−
次に，求めた全 NO−
3 に占める NO3 atm の混合比（平

（Δ17O 値）を，陸域の窒素循環研究へ応用した事例を

均 7.4％）が，利尻島特有のものか，それとも一般的

4.3 節で，また水域の窒素循環研究へ応用した事例を

なものかを検証するため，市販のミネラルウォーター

4.4 節でご紹介します。

が，各地の地下水を密封・保存したものであることに

−
3

4.3

陸域の窒素循環研究への応用

着目して，世界各地のミネラルウォーターを集め，検

Tsunogai et al.（2010a）は，大気から地表に沈着

証しました（Nakagawa et al., 2013）。その結果，全

が陸上生態系内で吸収・分解されている

−
NO−
3 に占める NO3 atm の混合比は，最小値が 0％，最

のか，それとも系外に流出しているのか明らかにする

大値は 18％となり，平均は 3.1％でした。また植生の

ことを目的に，北海道の利尻島をフィールドに，同島

少ない露岩域や乾燥地，高地などで涵養されたと思わ

の湧水や渓流水・河川水（いずれも地下水の湧出によ

れる地下水で NO−
3 atm が増大し，森林域で涵養された

り形成されたものなので，まとめて地下水とする）を

と思われる地下水では NO−
3 atm が減少する傾向も明ら

採取し，含まれる NO の濃度と Δ O 値を測定しまし

かになりました。つまり，森林を中心とした陸上生態

17
た。NO−
3 の Δ O 値分析の結果，すべての地下水試料

系は効率的に NO−
3 atm を吸収・分解しており，これを

17
が NO−
3 atm を有意に含んでおり，平均Δ O 値は＋1.9 ‰，

NO−
3 re に置換した上で，系外に排出していました。この

−
全 NO−
3 に占める NO3 atm の平均混合比を 7.4％と見積り

結果は，森林域が何らかの理由で衰退すると NO−
3 atm

ました。またこの平均混合比を元に，大気から同島に

の吸収・分解効率が低下することを示唆しています。

1 年間に沈着する NO

そこで，これを検証するために実施した Tsunogai et

した NO

−
3 atm

−
3

−
3 atm

17

総量 2.3 Mmol（Mmol＝10

6

mol）の中で，陸上生態系や地下水中で吸収・分解さ

al.（2014）では，森林や下草の大規模伐採に伴って，

れずにこれを通り抜け，島外に流出する NO

は

そこから流出する渓流水中の NO−
3 atm が著しく増大す

−
3 atm

0.2 Mmolに 過 ぎ な い こ と が 明 ら か に な り ま し た

ることを確認しました。つまり，森林域から流出する

（Fig. 11）
。つまり大気から沈着した NO−
3 atm の 9 割以上

17
NO−
3 の Δ O 値を観測することで，流域の森林の「健

は，利尻島の陸上生態系内で吸収・分解されているこ

全度」を評価することができることを示しており，活

軽元素安定同位体比の高感度分析に基づく地球惑星科学研究・地球環境科学研究の新展開
用が始まっています（Rose et al., 2015）。
4.4
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沈着量の観測値から容易に推定できるので，ΔNnit が求

水環境中の窒素循環速度定量への応用

められます。さらに，ΔNnit とΔNatm が求まれば，湖水中

一般の湖沼水中の NO−
3 は，湖外から河川や大気沈

の NO−
3 量とのバランスから，その間に湖水から除去さ

着を通じて供給される他，湖内の有機体窒素（Org-N）

れた NO−
3 量（ΔNmetab）も求めることもできます。この

を元に，微生物による硝化反応を通じて供給されま

NO−
3 除去量（ΔNmetab）とは，湖内の一次生産（光合成）

す。NO−
3 は代表的な栄養塩なので，各供給速度の季

−
に伴う総 NO−
3 除去量に相当する NO3 同化量（ΔNassim）

節変化や経年変化の把握は，各湖沼の一次生産（光合

と，湖内の硝酸呼吸（異化的硝酸還元反応）に伴うNO−
3

成）量や生態系構造，水質の現状や将来を考える上で

除去速度に相当する脱窒量（ΔNdenit）の総和です。た

不可欠です。各供給速度の中で，河川経由の供給速度

だし酸化的な湖沼（＝湖水および湖底浅層が年間を通

と，大気沈着経由の供給速度は比較的簡単に求められ

じて好気環境下にある湖沼）であれば ΔNdenit は小さ

ますが，硝化速度は実測が極めて難しい上に，季節や

く，ΔNmetab は ΔNassim と一致すると考えられます。

深度に応じて大きく変化すると考えられるので，硝化

まず 2011 年に発表した論文でこの新手法のアイデア

によって 1 年間に供給される NO の総量が国内の湖

を提示するとともに，摩周湖（北海道）で夏季 2ヵ月間

沼で実測されたことはありませんでした。

および 1 年間のそれぞれについて，硝化によって供給

−
3

この課題に対して我々は，大気沈着を通じて湖沼に

された NO−
3 re 量（ΔNnit）と，同化によって湖水から除

−
供給される NO−
3（NO3 atm）が，大きな三酸素同位体異

去された NO−
3 量（ΔNassim）を求めました（Tsunogai et

常を持つことに着目しました（Fig. 12）。先にご紹介

al., 2011a）。摩周湖は閉鎖的なカルデラ湖で，流入・

したように，Δ O 値は一般の化学反応の際は変化せ

流出河川経由の物質収支が無視できるので，Δ17Ototal か

17
ず，硝化由来の NO−
3 re（Δ O＝0‰）と混合した時だ

ら容易に ΔNnit が算出できます。さらに摩周湖の湖水

け，その混合比に応じて減少します。つまり，湖水中

は年間を通じて酸素（O2）に富んでいるので，ΔNmetab

の全 NO の平均 Δ O 値（Δ Ototal）を観測すると，湖

は，ΔNassim に近似できます。

17

17

−
3

17

水中の全 NO に占める，未分解の NO

の比率を求

17
具体的には，NO−
3 の濃度と Δ O 値の鉛直分布を同

めることができます。そこで複数回観測を行って，湖

一年に 2 度（2007 年 6 月と 8 月）に亘って測定しまし

水中の NO 量とNO

た。その結果，湖水中の全 NO−
3 量は 6 月から 8 月の間

−
3

−
3

−
3 atm

−
3 atm

量の時間変化を求めることで，

その間に硝化によって供給された NO−
Nnit）を，
3 re 量（Δ

に 4.2 から 2.1 Mmol に減少したのですが，Δ17Ototal は，

同期間に大気沈着経由で湖面に供給されたNO

量

＋2.5‰でほぼ一定値を保っていたことが明らかにな

（ΔNatm）の関数として表すことができます。大気沈着経

り ま し た。 こ れ は， 湖 水 中 の 全 溶 存 NO−
3 に占める

由で湖面に供給されたNO−
Natm）は，日本全国
3 atm 量（Δ

NO−
3 atm の混合比が，9.7％でほぼ一定であったことを

の酸性雨観測点でモニタリングされている，NO−
3 atm

示しています。

−
3 atm

しかしこの約 2 ヵ月の観測インターバルに，大気か
ら湖面への NO−
3 atm の沈着量がゼロであった（＝この
約 2 ヵ月間降水量がゼロであった，もしくは降水中の
NO−
3 濃度がゼロであった）とは考えられないので，全
−
溶存 NO−
3 に占める NO3 atm の混合比がほぼ一定という

観測結果は，この観測インターバルに湖水に沈着した
−
NO−
3 atm 量に見合うだけの NO3 re が湖水中に供給され，
−
結果的に全溶存 NO−
3 に占める NO3 atm 混合比が一定に

保たれていたことを示しています。観測インターバル
の 2 ヵ 月 間 に 湖 面 に 沈 着 し た NO−
3 atm 量（ΔNatm）は
0.047 Mmol 程度と見積もられたので，この観測イン
Fig. 12

Schematic of the nitrate cycling dynamics in a
lake without inﬂows/outﬂows, together with the
average Δ17O values of nitrate supplied to the
lake water （modified from Tsunogai et al.,
2011a）.

ターバルに 0.52 Mmol の NO−
3 が硝化によって水中に供
給（ΔNnit）される一方で，同時に 2.6 Mmol の NO−
3が
同化によって水中から除去（ΔNassim）されていたこと
が明らかになりました（Fig. 13
（a））。
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Schematics of the nitrate cycling dynamics in Lake Mashu, together with the gross amount of
nitrate supplied/removed during summer two months（a）and a year（b）
（unit: Mmol）
（modiﬁed from Tsunogai et al., 2011a）.

一方，観測インターバルの 2 ヵ月間に全溶存 NO−
3に

どして与えることができれば，Δ17Ototal 値の観測から，

占める NO−
3 atm 混合比に有意な変化が見られなかった

湖 内 の NO−
3 除 去 量（Fig. 12 中 の ΔNmetab）や 硝 化 量

−
ので，摩周湖において全溶存 NO−
3 に占める NO3 atm 混

（Fig. 12中のΔNnit）が定量化できます（Tsunogai et al.,

合比は，1 年を通じて一定と考えられます。そこで湖

2018）。具体的な計算手順は Fig. 14 に示しましたが，

水 に 対 し て 1 年 間 に 沈 着 す る NO−
3 atm 量（ΔNatm＝

およそ以下のようになります。

0.35 Mmol）をもとに，定常状態を仮定して 1 年間の
ΔNassim と ΔNnit を求めました（Fig. 13（b））。

まず Initial（t＝0）とFinal（t＝t）の 2 度の観測を行
17
い，全 NO−
3 量（それぞれ N0 とNt）とそれぞれのΔ Ototal

こうして求めた，夏季 2 ヵ月の ΔNassim（2.6 Mmol;

値を求めます。そこから Initial と Final の各時点にお

Fig. 13
（a）
）と1 年間のΔNassim（3.6 Mmol; Fig. 13
（b）
）

け る 全 NO−
。
3 atm 量 を 算 出 し ま す（そ れ ぞ れ A0 と At）

を比較すると，夏季 2 ヵ月だけで年間の 7 割以上の

Initial の N0 と A0 に，①流入・流出河川経由の純 NO−
3

−
NO−
3 同化が進行しており，摩周湖における NO3 同化

atm

は夏季に集中していることが明らかになりました。ま

純 NO−
，さらに，③大気から湖
3 流入量（ΔNin−ΔNout）

た年間の NO−
3 同化量は，6 月時点で有光層内にあった

面に直接沈着する NO−
3 atm 量（ΔNatm）を加えます。硝

−
全 NO−
3 量とほぼ等しかったので，有光層内の NO3 が

化量（ΔNnit）とNO−
3 除去量（ΔNassim＋ΔNdenit）の各量

ほぼ完全に除去されるまで同化が続き，それが枯渇し

は未知数ですが，硝化で NO−
3 atm 量（A0 とAt）は変化し

た時点で終了したものと推定されました。一方，夏季

ませんし，またNO−
Nassim＋ΔNdenit）では
3 除去過程（Δ

2 ヵ 月 の み の ΔNnit（0.52 Mmol） と 年 間 の ΔNnit

Δ17Ototal 値（すなわち A/N 比）は変化しないので，こ

（3.2 Mmol）を比較すると，年間の ΔNnit は，夏季 2 ヵ

こから Initial と Final の間に湖内で進行した，硝化量

月のちょうど 6 倍となっているので，硝化の方は，季

（ΔNnit）とNO−
3 除去量（ΔNassim＋ΔNdenit）の各量をそれ

節によらず，連続的に NO を湖水中に供給している

ぞれ求めることができます（Fig. 14）
。1年間に亘って観

ものと推定されました。

測を繰り返して，各期間のΔNnit および ΔNassim＋ΔNdenit

−
3

最初に観測した摩周湖における水の滞留時間は 100
年を超えていたので，流入・流出河川の影響は無視し

流入量（ΔAin−ΔAout）と，②流入・流出河川経由の

を積算することで，年間の NO−
3 除去量（ΔNmetab）や硝
化量（ΔNnit）を求めることもできます。

ました。しかし，一般の湖沼における水の滞留時間は

そこで日本最大の湖沼である琵琶湖で ΔNmetab や

数年程度かそれ以下しかないので，流入・流出河川経

ΔNnit を 実 測 し て み ま し た（Tsunogai et al., 2016b,

由の物質収支が湖水に大きな影響を与える可能性があ

2018）。具体的には，琵琶湖の主要流入・流出河川

ります。このような一般の湖沼でも，大気から湖面に

（計 33 河川）の河口部（琵琶湖の流入直前もしくは琵

直接沈着する NO

量に加えて，流入・流出河川経

琶湖からの流出直後の地点）と，湖内の二箇所の定点

−
由の NO−
3 atm や NO3 の純流入量（＝総流入量から総流

で同一年に計 4 回（2013 年 3 月，6 月，8 月，10 月）に

出量を差し引いた純増分の流入量）を別法で求めるな

17
渡って水試料を採取し，NO−
3 の濃度と Δ O 値を測定

−
3 atm

軽元素安定同位体比の高感度分析に基づく地球惑星科学研究・地球環境科学研究の新展開

Fig. 14 （Color online）Schematic diagram showing the
temporal variation in the inventory of total nitrate（N）in a lake with inﬂows and outﬂows, together with that of atmospheric nitrate（A）. The
data were obtained by dividing the supply/removal processes into river input（ΔNin）, river output
（ΔNout）, atmospheric deposition（ΔNatm）, in-lake
nitrification （ΔN nit ）, and total metabolism
through assimilation and denitriﬁcation（ΔNassim
＋ΔNdenit）. The values represented are those that
were obtained in March（initial）and June（final）2013 in Lake Biwa（modiﬁed from Tsunogai
et al., 2018）
.
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Fig. 15 （Color online）Schematic of nitrate cycling dynamics in Lake Biwa as estimated by using the
Δ17O method. The magnitude of the nitrate reservoir in the lake s water column in March is presented in brackets, together with the gross
amount of nitrate supplied to or removed from
the reservoir during one year（unit: Mmol）
（modiﬁed from Tsunogai et al., 2018）.

17
続いて，湖水中の NO−
3 濃度やΔ O 値の鉛直分布と，

琵琶湖の湖底地形データを元に，湖水中の NO−
3 atm と
NO−
3 の総量（A および N）を各観測時について求めまし
−
た。その結果，この湖水中の全 NO−
3 に占める NO3 atm

の混合比（A/N 比）は，一年を通じて 5.4±0.8％でほ
ぼ一定を保っていたことが明らかになりました。そし
−
て各観測時の湖水中の NO−
3 atm と NO3 の総量（A およ

び N）と，観測インターバルに湖面に沈着した NO−
3 atm
しました。湖内の定点では，表面水だけでなく，5‒20

量の推定値（ΔNatm）
，および河川経由の純 NO−
3 atm 流入

17
m ごとの各層でも水試料を採取し，NO−
3 の濃度とΔ O

量（ΔAin−ΔAout）および純 NO−
3 流入量（ΔNin−ΔNout）

値の鉛直分布を求めました。なお，各観測の間のイン

から，Fig. 14 の手法を用いることで，各観測インター

ターバル（3‒6 月間・6‒8 月間・8‒10 月間・10‒3 月間）

バルに湖内の硝化により湖水中に供給された NO−
3 量

を，それぞれ春期間・夏期間・秋期間・冬期間と呼ぶ

（ΔNnit）と，湖水中の同化や脱窒により除去された
NO−
3 量（ΔNmetab）を求めました。その結果，春期間は

ことにします。
まず各河川における，水の流入・流出速度観測値

166±26 Mmol，夏期間は 216±18 Mmol，秋期間は

データやその他の文献値を元に，流入河川経由で琵琶

166±29 Mmol， 冬 期 間 は 92±41 Mmol の NO−
3 が硝

−
湖に供給される NO−
3 atm および NO3 の総量と，流出河

化によって湖水中に供給されたことがわかりました。

川経由で琵琶湖から除去される NO

これは1年間だと641±113 Mmolとなり（Fig. 15）
，河

−
3 atm

および NO の
−
3

総量を，それぞれ各観測インターバル（春期間・夏期

川経由のNO3−流入量の3 倍を超えていました（Fig. 15）
。

間・秋期間・冬期間）について求めました。各観測イ

つまり NO−
3 を N 源とする琵琶湖内の一次生産（光合

ンターバルの NO−
3 の流入・流出量を積算することで

成）は，主に湖内で進行する硝化により支えられてい

年間の NO 流入量と NO 流出量を求めたところ，そ

ることになります。これは，河川経由の NO−
3 流入量

れ ぞ れ 199±40 Mmol と 67±14 Mmol を と なりまし

の増減が湖内の一次生産に影響する可能性が，（少な

た（Fig. 15）。少なくとも NO に関しては，琵琶湖は

くとも短期的には）低いことを示しています。

−
3

−
3

−
3

除去源（シンク）として機能していることがわかりま
す。

一方，各観測インターバルに湖水中の同化や脱窒に
より除去された NO−
3 量（ΔNmetab）は，それぞれ 297±
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27 Mmol（春期間），245±19 Mmol（夏期間），111±

機体窒素（Org-N）の寿命は 1‒2ヵ月程度であり，湖内

30 Mmol（秋期間），156±44 Mmol（冬期間）と求め

で一次生産が活発化すると，これに 1‒2 ヵ月ほど遅れ

られ，年間だと 809±120 Mmol と見積もられました

て硝化が活発化するため，このような季節変化が観測

（Fig. 15）
。年間ΔNmetab（809±120 Mmol）と年間ΔNnit

されたものと思われます。これは硝化速度が季節によ

（641±113 Mmol）がおよそ等しいことから，NO 除

らずほぼ一定となっていた摩周湖（Tsunogai et al.,

去の多くは，湖内の一次生産による同化（ΔNassim）で

2011a）とは大きく異なる特徴で，湖沼に依って窒素

ある可能性が高いことがわかります（Fig. 15）。

循環の個性があることがわかります。

−
3

また求められた，各観測インターバルの ΔNnit や

我々が観測したのは，湖水と河川の NO−
3 濃度と同

ΔNmetab を，各インターバルの長さ（日数）で割ること

位体組成だけで，回数も年 4 回に過ぎません。しかし

で，各観測インターバルの硝化速度（Fnit）や NO 除去

Δ17O 値を観測項目に加えたことで，琵琶湖の窒素循

速度（Fmetab＝Fassim＋Fdenit）を求めることもできます

環に関して多くの情報を引き出すことに成功しまし

（Fig. 16）
。すると，Fassim＋Fdenit は冬期間に一番遅く，

た。特に，観測が行われていない観測インターバルに

夏期間に一番速くなる季節変化をしていることが明ら

進行する窒素循環を定量化できるのは，本手法の特徴

かになりました（Fig. 16）。これは同化速度（Fassim）

の一つです。

−
3

の季節変化，すなわち一次生産の季節変化を反映し
ている可能性が高いと考えられます。また，各観測
インターバル（春期間・夏期間・秋期間・冬期間）の

5.

二種類の同位体トレーサー法と
安定同位体地球化学の将来展望

Fnit/（Fassim＋Fdenit）比（つまり Fig. 16 中で，各デー

「同位体トレーサー法」を Google で検索すると，こ

タと原点を結んだ直線の傾き）に着目すると，全体的

れは「生物学用語」に分類されていて，以下のように

には 1 に近いものの（つまり Fnit＝Fassim＋Fdenit），詳細

説明されているようです。「同位体を利用した実験技

を見ると，春期間が最小で，秋期間が最大となってい

術で，特定の部位を同位体で標識した化合物を生物に

ることがわかりました。これは，同化速度の増減に呼

投与し，同位体の存在を目印に，特定物質の代謝や合

応して硝化速度が増減していることを反映したものと

成経路，存在部位を調べる技術」
（https://www.weblio.

思われます。つまり湖内で一次生産により生成する有

jp/content/同位体トレーサー法）。以下では，この説
明に当てはまる同位体トレーサー法を，「人工同位体
トレーサー法」と呼ぶことにします。一方，安定同位
体地球化学も，自然界で進行する同位体分別が引き起
こす安定同位体比の不均一を指標（トレーサー）とし
て活用する以上，「同位体トレーサー法」と呼んでも
良いはずです。しかし，こちらの意味で使用される同
位体トレーサー法（以下では「自然同位体トレーサー
法」と呼ぶことにする）は，少なくとも検索の上位 10
件の中には見あたりませんでした。
「人工同位体トレー
サー法」は，光合成で発生する O2 の起源が H2O であ
ることを証明したり（Ruben et al., 1941），植物にカ
ルビン回路を発見したり（Bassham et al., 1950）と，
人類史上に残る輝かしい成果を数多く挙げています。
さらに，地球環境科学分野で重視される地球表層圏の
物質循環速度ですら，生物過程を中心とした相当部分

Fig. 16 （Color online）Relation between the gross metabolic rate（Fassim＋Fdenit）of nitrate and gross nitriﬁcation rate（Fnit）determined for each season in
Lake Biwa. The dotted line represents the 1 : 1 relation between the corresponding values（modiﬁed from Tsunogai et al., 2018）.

は，in vitro で（＝試験管や培養容器など，隔離培養
系の中で）人工同位体トレーサー法を用いて求められ
た速度データを基に算出されています（例えば，Yool
et al., 2007; Konno et al., 2010）。つまり，研究成果
において圧倒的大差がついているので，人工同位体ト
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レーサー法に「同位体トレーサー法」という単語を独

求められる窒素循環速度は観測と次の観測の間（＝観

占され，文句すら言えない状況にあります。

測インターバル）の平均値なので，観測の実施されて

しかしながら，「人工同位体トレーサー法」は，「同

いない観測インターバルの窒素循環速度の変化の情報

位体で標識した化合物を生物に投与」する必要があり

も加味されています。したがって，時刻や季節を変え

ます。さらに，自然状態と同じ環境下で一定期間「培

た観測を細かに実施しなくても，窒素循環速度のイベ

養」する必要があるので，地球惑星科学や環境科学で

ント的な変化（例えば台風や大寒波の襲来に伴う変化）

利用するには（＝大規模系で利用するには）弱点も多

を捉えることもできます。今後は，この Δ17O 値を指

いのです。例えば，ある湖で，湖内全域で進行する硝

標に用いて定量化される水環境中の硝化速度やその他

化速度（Fnit）を実測する場合，①各水深の水試料を採

の窒素循環速度は，水環境の変動・変化の有用な指標

取，②各水試料に N に標識したアンモニア（ NH ）

として広く活用されることになると思います。

15

15

＋
4

を添加，③採取した各水試料を，採取した場所と同じ

これまで同位体トレーサー法が，天然レベルの同位

環境下で数時間から数日培養，④培養後の各試料中の

体比だと利用できなかったのは，原理的には第 4 章で

NO の δ N 値を測定し， NO の増加量から，各試

ご紹介した，安定同位体地球化学（＝自然同位体ト

料の硝化速度を算出，⑤各水深の硝化速度を水柱積分

レーサー法）の「本質的欠陥」が原因です。Fig. 1 に

し，湖内の総硝化速度を算出，といった一連の煩雑な

模式的に示した安定同位体地球化学の論理構成で，

−
3

15

15

−
3

作業が必要になります。さらに③の「採取した場所と

「Unknown processes」内に想定外の同位体分別過程

同じ環境」とは，採取した場所（水深）の水温や光量

が存在する可能性を否定できないようでは，自然同位

の元で各試料を培養する必要（場合によっては，さら

体比を指標として使うことはできません。さらに，

に同じ水圧まで再現して培養する必要）があるので，

Fig. 1 中では一種類にまとめて描かれている一般の同

全試料についてこれを実現するのは容易ではありませ

位体分別過程は，実際は多数種の同位体分別過程の組

ん。さらに，こうして求められた硝化速度は，特定時

み合わせとなっています。したがって，図中で「−

期の瞬間値に過ぎないので，対象とする湖沼全体の年

30‰」や「−60‰」とした数値も，ある程度の幅を

間平均値が必要となる場合には，原則として，時刻や

持つのが普通で，この変動幅の存在も，自然同位体比

季節を変えた試料採取と培養，そしてその N 移行速

をトレーサーとして活用しづらくしていた原因の一つ

度定量作業を繰り返した上で，得られた速度を平均化

だと思います。

15

する作業が必要です。また，こうして得られた硝化速

一方，Δ17O 値であれば，値が変化する過程がごく

度は，容器への隔離に伴う物理・化学・生物環境変化

少 数 に 限 定 で き ま す。「Unknown processes」 内 で

とか，逆反応の同時進行とかいった点に関して不正確

あっても，この中で Δ17O 値が変化しないことは容易

でした。

に仮定できますし，また各端成分の Δ17O 値は，それ

そのため，4.4 節の冒頭でご紹介したように，硝化

ぞれ狭い変動幅の中に限定できます。人工同位体ト

速度（Fnit）や同化速度（Fassim），脱窒速度（Fdenit）と

レーサー法に 70 年近く遅れを取ってしまいましたが，

いった窒素循環速度が年間を通じて実測されることは

Δ17O 値を利用した自然同位体トレーサー法は，よう

稀だったのです。海洋や湖沼環境の将来予測等に使わ

やく「本質的欠陥」の呪縛から自然同位体トレーサー

れる生態系モデルでは，全く別の環境下で測定された

法を解放することに成功したと言えます。今後は人工

窒素循環速度を転用して使っていることも少なくあり

同位体トレーサー法が不得意とする in situ な系（＝大

ません。これでは環境変化が生命代謝過程に与える影

規模系や天然系）を中心に，自然同位体トレーサー法

響を評価することはできませんし，学術的な新発見も

が多くの知見をもたらしてくれると期待して，研究を

ありません。

進めています。

これに対して，4.4 節でご紹介した Δ O 値を指標に
17

用いる新手法は，自然同位体トレーサー法に分類され

謝

辞

ます。現存量を測定するのみで試薬の添加や培養はし

本論文でご紹介した一連の研究成果は，ご推薦いた

ないので，手順は遥かに簡便です。さらに，人工同位

だいた野津憲治先生をはじめ，そこに小職を導いて下

体トレーサー法で求められる窒素循環速度が観測時の

さった指導教員や先輩研究者の皆様の先見性と，多く

瞬間値であるのに対して，自然同位体トレーサー法で

の共同研究者の皆様のご助力の賜です。ここで全員の
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