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窒素汚染史解明研究の可能性
Possibility of historical monitoring on nitrogen pollution
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立正大学地球環境科学部
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摘　　要
自然界には大気や水の汚染物質を内蔵している様々な「環境汚染のタイムカプセ

ル」がある。その中には近年著しく増加している環境汚染物質を過去から現在に至る
時系列に沿って保存しているものがあり、環境汚染の歴史を解明する上で重要な研究
試料となっている。

環境への窒素の附加の歴史を内蔵している「環境汚染のタイムカプセル」として
は、氷床試料や氷河試料があり、このような試料を用いて窒素附加の歴史を知ること
が出来る。しかしその解明作業は、試料採取や堆積年代測定や分析など様々な技術的
課題を伴っている。またこれらの試料の分布地域は、一度降った雪が溶けることなく
保存されている極めて寒冷な高山地帯や極域に限られる。そのため、産業活動の活発
な地域の窒素汚染史解明試料としては限界があり、人間活動に伴う窒素の附加と汚染
を解明するためにはより新しい窒素汚染のタイムカプセルの発見が期待されている。

本稿では、まず環境汚染解明試料の備えるべき三つの条件について述べ、その観点
から氷床試料や氷河試料などの持つ特色と可能性、その問題点を考察した。そして、
大気汚染の時系列変化の新しい解明手法として最近登場した樹木の樹皮による環境汚
染史解明研究、「入皮法（いりかわほう）」の一端を紹介し、「入皮法」による窒素汚染
史解明の可能性について考察した。

キーワード： アンモニア、入皮、硝酸、窒素汚染、氷河
Key words：anmonia, bark pocket, nitrate, nitrogen pollotion, glacier

1．はじめに

環境汚染の歴史を研究する際には、文献等に記載
されている汚染の記録を調査対象とする場合は別と
して、汚染の歴史をとどめている試料、すなわち「環
境汚染のタイムカプセル」試料を分析することが多
い。汚染物質を内蔵する試料として従来用いられて
きた環境汚染のタイムカプセルを大別すると、生物
試料と堆積物試料に分けることが出来る 1）, 2）。

生物試料には（1）博物館などに保存されている動
植物標本（鳥類の羽試料、獣類の毛試料、コケ植物
標本など）、（2）植物試料（成長の時系列の明瞭な蘚
苔類試料など）、（3）樹木年輪、（4）貝、（5）骨や歯、

（6）珊瑚（礁）などの試料、そして最近登場している
（7）入

い り か わ

皮（bark pocket）が知られている。
堆積物試料には、（1）湖底堆積物、（2）内湾堆積物・

海底堆積物、（3）湿原堆積物、（4）南極や北極やグリ
ーンランドなどの氷床、（5）アルプスやロッキーな
どの山岳地帯の氷河、（6）石灰洞内の炭酸塩堆積物

などが知られている。
これらの環境試料が環境汚染のタイムカプセルと

しての役割を果たすためには試料中での汚染物質の
保存性と試料の年代測定が特に問題となる 1）。一般
にこれらの条件を満たす試料を得ることは容易では
ないが、特に窒素化合物による汚染史を解明しよう
とする場合には、汚染物質の保存性が大きな問題と
なる。本稿では、まず環境汚染解明試料の備えるべ
き三つの条件について述べ、その観点から氷床試料
や氷河試料などの窒素汚染史解明試料の持つ特色と
可能性、その問題点を考察する。そして、大気汚染
の時系列変化の解明手法として最近登場した樹木の
樹皮による環境汚染史解明研究、「入皮法（いりかわ
ほう）」の一端を紹介し、「入皮法」による窒素汚染
史解明の可能性について考察する。

2．環境汚染のタイムカプセルと窒素汚染史解明

一般に環境試料が環境汚染のタイムカプセルとし
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ての役割を果たすためには以下の三条件を満たすこ
とが必要になる 3）。

環境汚染のタイムカプセルとしての条件
（1） 汚染物質が試料中によく保存されており、希釈

や拡散や移動や分解や消失をしていないか、そ
の程度が少ないこと。

（2） 汚染物質を含む試料の年代が明らかであること。
（3） 汚染物質を含む試料が試料採取後に汚染されて

いないこと。

この三条件と窒素汚染史解明を重ねて考えると、
窒素汚染史解明の試みは条件（1）の汚染物質の希
釈・拡散・移動・分解・消失の壁に阻まれ、極めて
困難なことが多い。それは窒素が生物の生存を支え
る生元素として重要であるため、生物が積極的に窒
素化合物を生体内に取り込み、環境中での窒素の濃
度や化学形態は大きく変化することが原因である。
従って、入皮を除く（後述）ほとんどの生物試料は環
境汚染のタイムカプセルとして用いることが出来な
い。

環境汚染のタイムカプセルとしてよく用いられる
湖底堆積物試料においても、堆積物に含まれる微生
物活動に伴って窒素化合物の量も化学形態も大きく
変化するので問題である。例えば、堆積物中の硝化
細菌によるアンモニウムイオンの硝酸イオンへの硝
化や、脱窒菌による硝酸イオンの窒素ガスへの脱窒
等の変化を伴うので、これらの試料を用いて窒素の
附加量を解明することは出来ない。内湾・海底堆積
物においても湿原堆積物試料においても同様であ
る。従って堆積物試料の中で窒素汚染史解明に役立
つ可能性があるのは、氷点下以下の低温のため生物
活動が抑えられている氷河試料と氷床試料に限られ
る。

条件（2）の汚染物質を含む試料の年代測定も困難
を伴うことが多い。これは汚染物質を問わず、各環
境汚染のタイムカプセルにほぼ共通する大きな問題
点である。生物試料の中で窒素汚染史解明試料とし
ての可能性の残されている入皮試料の年代測定は、
入皮を挟む年輪を時計として用いるので年のオーダ
ーでの年代測定が可能である。しかし樹木が年輪を
形成する地域は春夏秋冬のある温帯地域に偏ってい
るので、例えば熱帯地域での年輪の利用は困難と考
えられる。ただし低緯度地域でも雨季と乾季の明瞭
な地域では、雨季乾季サイクルによって生じた年輪
状の縞を用いて年代を決定できる可能性は残されて
いる 4）。東南アジアなど環境汚染の進む低緯度地域
での入皮法による環境汚染史の研究例はまだ報告さ
れておらず、これは今後の課題である。

窒素汚染史解明試料としてその可能性のある氷河
試料と氷床試料の年代の確定には、層序の上下関係
から新旧の序を明らかにすることは比較的容易に出

来るが、各層の年代を明らかにすることは易しくな
く、またタイムスケールに限界を伴っていることが
多い。そこで特定の時期に堆積した砂漠の砂（サハ
ラ砂漠の砂など）や火山灰などの指標堆積物を用い
る方法、季節変化する d18O の値を用いる方法、時
間と共に壊変してゆく放射性物質を用いる方法、な
ど様々な年代測定手法が用いられている 5）。このう
ち、サハラ砂漠の砂の堆積はヨーロッパアルプスの
氷河試料の場合有効である。d18O の値の季節変化
は、水 H2O に含まれる酸素の同位体が水の起源に
よって異なることを利用したものである。

放射性物質の壊変に注目した方法の中で両極の氷
床試料などの場合について、窒素汚染に対応すると
考えられる過去 100 年までを対象とする年代測定法
には 210Pb 法、137Cs 法などがある 6）。210Pb 法は半減
期 22.3 年で減衰してゆく 210Pb の量を測定し堆積年
代を求める。しかし、最近の試料では数年単位の時
系列変化を求められる場合があり、その場合には適
用が困難である、しばしば 210Pb 法と共に用いられ
る 137Cs 法は大気から降下する 137Cs が大気圏での核
実験由来であり、それが 1954 年に始まり 1963 年に
ピークに達したことを利用している 7）。したがって
137Cs に注目した堆積年代の測定では約 60 年前を境
とするその前後での汚染の比較を行うことが多い。
また火山灰などの指標堆積物も時系列変化する堆積
層の時の一点を示すものであり、これから連続した
時間の記録を得ることは難しい。

条件（3）に関わる問題は特に博物館保存試料など
で生じやすい。保存料の使用や保存場所での室内汚
染、あるいは標本が多くの人々の手に触れることに
よる汚染などがあるからである。特に窒素化合物は
その影響を受けやすく、様々な保存試料が問題を持
っている。またたとえ条件（3）を満たす試料が得ら
れたとしても、博物館保存試料で窒素汚染史解明に
役立ちそうな試料は少ない。

3．氷河・氷床試料を用いた窒素汚染史解明の試み

近年汚染源が増加し大気経由でより広範に、そし
て地球全体へと汚染が広がるにつれ、南極や北極、
あるいはグリーンランドの氷床も様々な環境汚染物
質で汚染されるようになってきた。

氷河・氷床試料の場合、柱状コアサンプルを得る
ために多大な労力と技術と費用と時間を要し、また
採取試料に含まれる汚染物質の量が微量であるた
め、その量を知るには極めて高度の分析技術を要す
るにもかかわらず、氷河・氷床試料は地球環境の汚
染史解明の手がかりを与える環境汚染のタイムカプ
セルとして注目され、多くの国際共同研究が行われ、
数多くの研究成果が発表されている 8）。

氷河・氷床試料の場合の汚染史解明上の問題点と
しては、（1）しばしばブリザード等によって表層に
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堆積した雪がもとの場所から移動し、拡散し、他の
場所に集積すること、（2）表層の雪が夏期に融解す
るなど、地域の気象条件を反映して、汚染物質が移
動、拡散することが挙げられる。

例えば、ヨーロッパアルプスなどの氷河試料につ
いて特に注意しなければならない点として氷雪の融
解と再凍結に伴う物質移動が指摘されている 9）。ア
ルプスの場合標高 4,000 m 以下の場所に分布する氷
河の表面は夏に一部融解する。この融解に伴う含有
窒素化合物（NO3

－や NH4
＋）の移動は窒素附加の時

系列変化解明を困難にする。このため経年変化や季
節変化を解明するためには標高 4,000 m 以上の地点
で氷河コア試料を採取する必要がある。このような
地点はアルプスでも極めて限られ、Maupetit ら 10）

はモンブラン山（4,807 m）下の 4,250 m の地点で
13 m 長の氷河コア試料のサンプリングを、またモ
ンテロー山（4,618 m）下の標高 4,450 m の地点の氷
河コア試料をサンプリングし研究を行った。採取し
た 13 m のコアには 3.5 年の降下物が蓄積しており、
溶存イオン成分は冬に少なく夏に高いという季節変
化を示すことが明らかとなった。そして、冬季の雪
氷は標高の低い地域で発生する汚染大気の影響をあ
まり受けず、むしろ大陸を自由に移動する対流圏の
大気の影響下にあり、春から秋にかけては大気の鉛
直拡散によって汚染大気が汚染地域から運ばれ蓄積
することを示唆していた。

南極や北極の氷床コア試料が長期的でグローバル
な地球環境の汚染の歴史を反映しているのに対し、
アルプス山脈やロッキー山脈やヒマラヤ山脈の氷河
から得られるコア試料は、ヨーロッパや北米などと
いったより地域的な汚染の歴史を反映している点が
注目される 11）。しかし記録のタイムスケールは数年
程度のことが多く、数十年を越える長期変化の解明
は困難である。

4． 環境汚染のタイムカプセル「入皮」による窒素
汚染史解明の可能性

先に述べたように環境汚染のタイムカプセルとし
ての重要な三条件を全て満たす環境試料を得ること
は容易ではなく、特に窒素の附加あるいは汚染を反
映するタイムカプセルを得ることは非常に困難であ
り、このためのタイムカプセルを見つけることが一
つの課題となっている。

その中で各地の大気汚染を反映している樹木に内
蔵されている「入皮」に注目して環境汚染史を解明
する「入皮法」が 12）－ 14）、窒素汚染史解明の可能性
を秘めているのではないかと著者らは考えている。
4.1　 環境汚染のタイムカプセル「入皮」の特色

入皮とは、樹木の内部に年輪にはさまれて存在す
る樹皮のことである。樹木は樹木の成長している地
域の風（大気）に常に触れているので、大気に含まれ

ている汚染物質は樹木の外樹皮の表面に沈着・蓄積
する。従って同じ樹種を比較すると、大気汚染の進
んでいる地域とバックグラウンド地域では、樹木の
外樹皮に沈着した汚染物質の量が異なるのである。
外樹皮の汚染を指標とする「現在の大気汚染」に関
する環境モニタリングは、これまで世界各国で行わ
れてきた 15）－ 17）。近年この研究は新しい展開を見せ、
もともと外樹皮であった入皮に注目して、入皮に蓄
積した汚染物質から過去の大気汚染を明らかにする
ことが出来るようになった。この入皮を用いる環境
汚染史解明手法、すなわち「入皮法」の特色は、入
皮が死細胞で構成されているので一度入皮に保持さ
れた汚染物質は移動しないこと、年輪によって何重
にも外界から遮断されているので後から汚染される
ことがないこと、また入皮をはさんでいる年輪は入
皮が大気と接していた年数を示し、また最外部から
入皮までの年数は入皮が形成された年を明確に示
し、入皮部分の年代の測定が可能であることなどが
挙げられる。

入皮の成因には、樹木の傷の修復、幹や枝の合体、
枯れ枝の巻き込みあるいは枝打ち後の巻き込み、幹
の凹凸部の樹木成長に伴う接合など主として 4 タイ
プの成因があるが 12）－ 14）、いずれにしても入皮内で
の汚染物質の内蔵、外界からの遮断、年代の確定は
確かで、環境汚染のタイムカプセルとして必要な三
条件は満たされているのである。

図 1 は樹木の傷の修復過程で生じた入皮及び樹
木の凹凸部分に生じた入皮を利用した環境汚染史解
明の仕組みを模式図として示したものである。
「入皮法」を用いた汚染史解明研究では樹木の最

外部に存在する外樹皮に蓄積している汚染物質の濃
度レベルを現代の汚染レベルとし、過去の汚染レベ
ルを示すものとして入皮中の汚染物質のレベルを用
いる。したがって樹木の傷の修復過程で生じた入皮
の場合は過去のある時期の汚染レベルとの比較とな
る。その際注意すべき点は、外樹皮中の汚染物質は
過去から現在までの期間の汚染物質の集積（沈着と
脱着の結果として樹皮に残されてゆく汚染物質の
量）であることを考慮しておくことである。
4.2　 「入皮法」による窒素汚染史解明の問題点の 

検討
樹木樹皮は内樹皮と外樹皮に分けられる（図 2）。

このうち内樹皮は葉によって合成された炭水化物の
貯留と各組織への配分を主な役割とする生きた組織
である。外樹皮はその役割を終了した死組織であり、
外樹皮の内側に存在する内樹皮と形成層を物理的・
化学的・生物的障害から保護する役割を持ってい
る。

樹皮（入皮）を窒素化合物のタイムカプセルと考え
る場合二つの問題点がある。その一つは生体組織で
ある外樹皮そのものに樹皮の有機物の構成成分とし
て窒素が含まれている点である（問題 1）。もう一つ
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は外樹皮表面にはしばしば地衣類やコケ植物や藻類
が着生し、しばしばこれと外樹皮とを明確に区別し
てサンプリングすることが難しい点である（問題
2）。従って、問題 2 の場合には、着生植物のない樹
皮（入皮）をサンプリングする必要がある。従って入
皮が窒素汚染のタイムカプセルとして適当かどうか
を考える場合にはこの二つの問題点についての検討
が必要である。
4.2.1　樹皮内の窒素含量

このため著者らは問題 1 の検討の第一段階とし
て、スギの外樹皮、内樹皮、形成層、木質部のそれ
ぞれに含まれる窒素含量を測定した。この測定結果
を示したのが図 3 である。

この図から明らかなように、窒素含量は大気にさ
らされる外樹皮表面で最も高く、外樹皮の表面から
内部に入るにつれて指数関数的に減少し、外樹皮内
でほぼ一定値を示し、次に生組織である内樹皮内で
急に増加し、木質部内で減少するという傾向を示し
ている。

外樹皮は樹木内部で内樹皮から形成される。外樹
皮は死細胞で構成されているので、内樹皮から作ら
れた時点での窒素含量は変化しないはずである。従
って外樹皮の最外部での窒素量の増加は外部から沈
着した窒素による増加と考えることが出来る。

先にも述べたように、「入皮」は本来外樹皮およ
び内樹皮であったものが樹木内に取り込まれ、年輪
に挟まれて存在しているものである。従って入皮の

外樹皮最外層から内樹皮にかけてその窒素含量を求
め、内因性の窒素含量を差し引けば、過去のある時
点での大気からの窒素の沈着量が求まり、これをさ
らに時系列に沿って求めれば、過去から現在に至る
窒素汚染の時系列変化が求められるはずである。

このような傾向は窒素と同じ生元素であるリンや
マグネシウムについても見られ、外樹皮表面が外来
性の（大気由来の）沈着物が蓄積する場所と考えられ
るのである。

図 4 は日光杉についてその外樹皮、内樹皮、形

図 1　樹木樹皮への汚染物質の沈着と入皮法による汚染史解明の仕組み．

図 2　樹木樹皮の構成と着生植物．

図 3　 スギ（埼玉県熊谷市立正大学構内）の外樹皮，内樹
皮，形成層，木質部に含まれる窒素含量．
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成層、木質部に含まれているリン、マグネシウム ,
そして非生元素であるアルミニウムの量を示したも
ので、樹木に根から吸収され生体構成元素となった
ものと、大気から単に沈着した元素との間に、それ
が同一元素であったとしても明瞭な違いが見られ
る。

図 5 は以上の結果を踏まえ、樹木（スギ）に栄養
として吸収された土壌由来の窒素化合物と大気由来
の窒素化合物の分布を模式的に示したものである。

図 6 はこのような考えに基づいて屋久島で 1999
年に得られた杉の中の入皮について分析した予察的
結果である。1999 年を基準にして 17 年前と 62 年
前の分について分析した結果、外樹皮の窒素含量に
差のあることが明らかである。

このほか入皮法を用いて窒素の汚染史を解明しよ
うとする場合に参考になる重要な研究成果には、最
近明らかになった窒素汚染とアンチモンの関係があ
る。プラスチック製品や合成繊維などの難燃助剤と
して酸化アンチモン（Sb2O3）が使用され、また自動

車ブレーキパッドの固体潤滑剤として硫化アンチモ
ン（Sb2S3）が使用されており、大気中のアンチモン
は主として廃棄物焼却飛灰と自動車のブレーキダス
トが主な発生源であることが明らかとなった 18）－ 20）。
また、関東地域内の林内雨林外雨に含まれる硝酸イ
オンの濃度とアンチモンの濃度の間に極めて高い相
関性があることが明らかとなったのである 21）。図 7
は立正大学構内のスギの林内雨に含まれる硝酸の量
とアンチモンの関係を示したもので、この図からも
両者の間には高い相関性のあることが分かる。

従って、入皮を用いて窒素汚染史を解明しようと
する場合、外樹皮最外部から内部に向けての窒素の
分布を求めるだけでなく、アンチモンや、環境汚染
物質となるアンチモンの代わりに開発の進められて
いるスズ（SnS）などの固体潤滑剤に含まれる金属の
分布も併せて求め、生物活動によって量の変化する
ことのないこれらの金属と窒素の間の相関性に注目

図 5　 樹木の外樹皮，内樹皮，形成層，木質部に含まれ
る窒素含量と大気由来の窒素による外樹皮中の
窒素の増加に関する模式図．

図 4　 日光杉の外樹皮，内樹皮，形成層，木質部のアル
ミニウム，マグネシウム，リン含量．

図 7　 スギ（埼玉県熊谷市立正大学構内）の林内雨に含
まれる硝酸態窒素とアンチモンの関係．

図 6　 屋久島杉（1999 年採取）の入皮中の 17 年前と 62
年前の外樹皮の窒素含量．
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して入皮内の時系列変化を求めれば、少なくとも大
気由来（自動車起源）の窒素附加の時系列変化が求ま
るはずであり、このことを考慮した今後の研究の展
開が期待されている。
4.2.2　樹木に着生する着生生物に関する問題

問題 2 で述べたように、多くの樹木、特に広葉樹
に着生生物が付着している。しかし、その一方で日
本に広く分布しているスギやヒノキあるいはイチョウ
は極めて着生生物が少ないことが知られている。ス
ギやヒノキに着生植物が少ない理由の一つには樹皮
が極めて強酸性であり、ほとんどの生物活動がその
強酸性のため阻害されていることが挙げられる 14）。
またイチョウについてはイチョウに含まれるフラボン
系の化合物による強い抗菌作用が挙げられる 22）。

図 8 はスギについて、その外樹皮表面から内樹
皮、形成層、木質部に至る各組織の pH 変化を示し
たものである 23）。この図からも明らかなように外樹
皮内ではその pH は約 3 を示し、内樹皮に入ると
pH は急に上昇して、pH6 台に達し、形成層では
pH6.4 になり、その後木質部ではその pH は若干減
少する。また、根の部分の樹皮の pH 分布は幹の樹
皮と同様であり、外樹皮の強酸性が大気由来の酸性
成分によるものでないことは明らかである。すなわ
ちスギを対象とした場合、窒素汚染史解明試料とし
て役立つ可能性が高いのである。

5．おわりに

窒素汚染の歴史の解明は窒素化合物の生物活動に
伴う変化の壁に阻まれ、雪氷の融解と再凍結に伴う
窒素化合物の移動の壁に阻まれ、窒素化合物の附加
の歴史を反映するタイムカプセルを得るのが容易で
はない。

しかし、窒素化合物の環境への附加は激増し各地
で汚染問題を引き起こしている。これまで窒素の附
加量の観測されていなかった多くの地域を含め、そ
のモニタリングを広く行うためには、現在から過去

に遡ってその歴史を解明できる有効なタイムカプセ
ルを見つけることが重要である。本稿では、入皮法
にその可能性があることを示し、さらに大気由来の
硝酸態窒素と自動車起源を主とするアンチモンとの
間の高い相関関係は、入皮法による窒素汚染史解明
を大きく支える可能性があることも併せて述べた。
しかし、「入皮法」を用いた窒素汚染史解明研究は
始まったばかりであり、窒素汚染史解明に関連して
生じる様々な課題を含め、今後更なる検討を進めな
がら研究を展開し、入皮法によるモニタリング手法
を確立することが課題となっている。
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