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摘　　要
　リン（P）に安定同位体は 1 種類しか存在しないが，リンの主要形態であるリン酸
（PO4

3-）に含まれる酸素には 3 種類の安定同位体が存在する。リン酸の P-O 結合は，
自然条件下で安定なため，生物によって代謝されない限り，その酸素安定同位体情報
は化学的に保存される。換言すれば，生物過程が無視できる系に存在するリン酸の酸
素安定同位体比（δ18Op）は，各種負荷源の混合割合に応じてそれらの同位体情報を反
映する。一方，生物によるリン代謝が卓越する系では，リン酸と環境水の間で酸素安
定同位体比の温度依存的な交換平衡が迅速に起こる。このリン酸の化学的・生化学的
特性に基づいて，生態系のリン循環を駆動する二つの主要なプロセス，すなわち，「負
荷源の混合」及び「生物による再循環」を評価することが可能となる。本稿では，リ
ン酸－酸素安定同位体分析を用いて，流域生態系におけるリン循環を評価する研究事
例を紹介するとともに，今後の課題と展望を述べる。

キーワード：安定同位体混合モデル，温度依存的同位体交換平衡，
速度論的同位体効果，熱分解型安定同位体質量分析計，
ピロホスファターゼ
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1．はじめに

　生命の必須元素であるリン（P）は，情報因子（DNA; 
Dioxyribo nucleic acid，デオキシリボ核酸），エネル
ギー源（ATP; Adenosine triphosphate，アデノシン三
リン酸），物質生産場（RNA; Ribonucleic acid，リボ
核酸），細胞骨格（リンタンパク・リン脂質）などの
主成分として，生物代謝の重要な機能を担う。ま
た，リンは生物に利用可能な形態での存在量が希少
であるゆえ，生態系の代謝速度（生産性）を制御する
律速因子ともなりうる。このような特性のため，人
間活動に伴うリン資源の局在化は，富栄養化など水
系の生産過多を引き起こし，他方，リン資源の過剰
消費は，将来的に農地の生産性低下を引き起こし，
食糧安全保障をも脅かす 1）。
　リンは，そのほとんどが水を介して運搬される。
流域圏から海域に散逸したリンは，やがて海底に沈
降する。海底に堆積したリンが，地殻変動に伴って
再び陸上に出現するのは数千万年後 2）。かたや，リ
ン鉱石が肥料や食料に形を変えて消費されるまでの

期間は，数年から数十年。現代のリン資源サイクル
が持続可能でないことは明白である。持続可能な流
域圏社会を構築するには，流域生態系におけるリン
のリサイクル（再循環）を促す取り組みが欠かせな
い。この人類の究極目標を達成するには，流域生態
系におけるリンの動態を正確に把握し，人間活動に
伴うリン循環の攪乱を科学的に評価する研究が必要
である。
　従来，リンの循環は，全リン（無機態と有機態の
リンの総量）の濃度を測定することによって推し量
られてきた。面源負荷量に基づく推定法は，リンが
大気とほとんど交換せず，水系に負荷される全リン
を保存量と見なせることに依拠したモデルである。
しかし，いかにリン濃度を感度よく高精度で測ろう
とも，現場に存在するリンの由来を直接的に知るこ
とはできない。また，面源負荷量に基づく推定法で
は，生物による再循環プロセスをブラックボックス
にしたままリン循環を扱ってきた。いま，流域生態
系のリン循環を理解する新たな手法の開発が必要と
されている。
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　温暖化や窒素汚染といった地球環境問題を背景と
して，物質循環研究の科学的・社会的重要性は増し
つつある。炭素（C）・窒素（N）安定同位体比を天然
トレーサーとして用いる分析技術・方法論の革新
は，生物地球化学的循環プロセスに対する我々の理
解を飛躍的に前進させた。一方，安定同位体が 1 種
類しか存在しないリンの循環研究は，炭素・窒素循
環研究の後塵を拝してきた。
　しかし近年，リン循環を可視化する画期的な安定
同位体手法が開発された。リンの主要形態であるリ
ン酸（PO4

3-）に含まれる酸素（O）には，3 種類の安定
同位体が存在する。このリン酸の酸素安定同位体比

（δ18Op）に着目することで，流域生態系におけるリン
の循環パターンを解き明かす手法が脚光を浴びてい
る。
　本稿では，急速に発展しつつあるリン酸の酸素安
定同位体比を分析する手法とその原理を解説する。
さらに，本手法を用いて流域生態系におけるリン循
環を評価する研究事例のいくつかを紹介するととも
に，今後の課題と展望を述べる。

2．リン酸－酸素安定同位体分析の歴史

　リン酸－酸素安定同位体分析を用いた研究の歴史
をひも解くと，古生物学や古気候学に辿り着く。海
洋生態系の古環境，特に，海水温を復元するツール
として無脊椎動物の化石骨格（炭酸カルシウム）の酸
素安定同位体分析が用いられてきた。これは，骨格
形成時の炭酸カルシウム（CaCO3）と海水（H2O）の間
に酸素同位体比の温度依存的な交換平衡が生じるこ
とを利用したものである 3），4）。ところが，この炭酸
カルシウム骨格は風化しやすいため，続成作用によ
る同位体比改変の影響が指摘されてきた。この短所
を補う手法として，生物由来のアパタイト（リン灰
石）の酸素同位体比に目が向けられるようになった。
炭酸カルシウム骨格と同じく，アパタイト骨格が形
成される際，リン酸（PO4

3-）と環境水の酸素同位体の
間に温度依存的な交換平衡が生じる。アパタイトの
利点は，炭酸カルシウムより化学的に安定なため，
環境復元性が高いことである。この温度依存的同位
体交換平衡は，さまざまな海産生物のリン酸塩骨格
と海水の酸素安定同位体比，及び環境水温のデータ

から演繹的に以下のように定式化された 5）。

　T（℃） = 111.4－4.3 （δ18Op－δ18Ow） （式 1）

ここで，T は環境水温，δ18Op とδ18Ow は，それぞれ
リン酸と環境水の酸素安定同位体比を表す。この関
係式は，海産生物に限らず，淡水生物や陸上生物な
ど幅広い分類群に適用可能である。その理由は，後
述するように，この同位体反応が全ての生物によっ
て共有されるリン代謝の生化学的メカニズムに基づ
くためである。

3．リン酸－酸素安定同位体手法の原理

3.1　リン酸の化学特性
　全ての生物が利用可能なリン酸の形態は，溶存無
機態のオルトリン酸（H3PO4）である。以下，断りな
く「リン酸」という語を用いる場合は，「オルトリ
ン酸」を指す。先述のように，リン酸の酸素同位体
情報は続成作用の影響を受けにくい。これは，リン
酸分子中のリン原子と酸素原子の結合力が強く，自
然条件下で切断されにくいためである。リン酸分子
に含まれる酸素原子が環境中に存在する酸素原子と
置き換わらないため，リン酸の酸素安定同位体情報
は化学的に保存されるというわけである。
　したがって，水系に存在するリン酸の酸素安定同
位体比（δ18Op）は，後述するように，生物によって代
謝されない限り，そこに負荷されるリン酸の由来を
反映する。Young ら 6）は，水系に負荷されるさまざ
まな潜在的リン源のδ18Op を測定し，それぞれのリ
ン源が固有の同位体情報をもつことを報告した。
3.2　リン代謝の生化学基盤
　全ての生物にとって最も利用しやすいオルトリン
酸を細胞内に取り込んで代謝するには，まず環境中
に存在するポリリン酸やピロリン酸（H4P2O7）をオル
トリン酸に変換する必要がある。無機ピロホスファ
ターゼは，オルトリン酸 2 分子の縮合体であるピロ
リン酸をオルトリン酸に可逆的に加水分解する細胞
内酵素である（図 1）。この酵素反応によって，P-O
結合が開裂する際にオルトリン酸の酸素原子と環境
水の酸素原子が置換する。この反応は可逆的に起こ
るため，PO4

3- の 4 か所の P-O 結合の全ての部位にお
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︲ H-O-H+ ⇄

O-
︲

︲O- ︲O-
+O=P-O-

O-
︲
︲O-

+O=P-O-
O-
︲
︲O-

2H+

ピロリン酸 2分子のオルトリン酸

ピロホスファターゼ

図 1　細胞内リン代謝酵素である無機ピロホスファターゼの酵素反応．
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いて水の酸素同位体と迅速に交換平衡が生じる。
　Blake ら 7）は，既知の酸素同位体比で標識された
水とリン酸を用いて，ピロホスファターゼの加水分
解に伴うリン酸－酸素同位体比（δ18Op）の挙動を調べ
た。実験の結果，δ18Op は速やかに交換平衡に達し，
その収束値が Longinelli と Nuti 5）によって経験的に
求められた温度依存的同位体交換平衡式（式 1）の期
待値とよく一致することを実証した。ピロホスファ
ターゼは，全ての生物が共有する必須のリン代謝酵
素である。この実験結果は，生物界に普遍的にみら
れる温度依存的同位体交換平衡反応がピロホスファ
ターゼを介した生化学的基盤をもつことを示唆す
る。
　環境中の有機態リン酸（リン酸エステル）は高分子
であるため，通常，そのまま細胞内に取り込むこと
ができない。微生物の中には，細胞膜貫通型輸送タ
ンパク質であるポリンを介して，有機態リン酸を直
接的に取り込める種も存在するが，細胞外酵素であ
るアルカリホスファターゼを用いてリン酸エステル
を加水分解し，副産物の無機態リン酸を細胞内に取
り込むのが一般的である。この細胞外酵素は，リン
酸モノエステルを加水分解する際，四つの P-O 結合
の 1 か所のみ水分子の酸素と置換する（図 2）。グル
コース－ 1 －リン酸を大腸菌アルカリホスファター
ゼで加水分解する in vitro（イン・ビトロ）実験をおこ
なったところ，リン酸と環境水の酸素同位体比をプ
ロットした傾きは 0.228 となり，リン酸の酸素同位
体の 25％が水の酸素同位体と置換すると仮定したシ
ンプルな混合モデルの予測（傾き 0.25）とほぼ一致し
た 8）。この結果は，逆にいえば，残りの 75％の酸素
同位体が有機物由来の酸素同位体を反映することを
意味する。これを履歴効果（inheritance effect）とよ
ぶ。また，この酵素反応では，大きな速度論的同位
体効果が生じる。
　これらを踏まえて，Blake ら 7）は，細菌にグルコー
ス－ 1 －リン酸を基質として与える in vivo（イン・
ビボ）実験をおこなった。この培養実験におけるリ
ン酸と環境水の酸素同位体比プロットの傾きは，ピ
ロホスファターゼのみを用いた in vitro 実験から得
られる傾き（式 1 より温度一定のもとで理論値は 1）
より低く，アルカリホスファターゼのみを用いた
in vitro 実験（理論値 0.25）より高い値を示した（図 3）。

これは，細菌のリン代謝において，ピロホスファ
ターゼのみならず，アルカリホスファターゼによる
細胞外の有機態リン酸の加水分解が生じている可能
性を示唆する。しかし，実験結果の解釈にはさらな
る注意が必要である。というのも，培養系では，実
験終了後の同位体分析に供試する十分量のリン酸を
確保せねばならないため，自然条件では起こりえな
い高濃度のリン酸基質を添加するからである。この
ような条件下で，全てのリン酸基質が代謝回転され
ることはなく，速度論的同位体効果が卓越すると予
想される。リン酸濃度が低い自然環境下では，リン
酸と環境水の酸素同位体比プロットの傾きが 1 に近
づくと期待される。
3.3　安定同位体混合モデル
　先述のδ18Op の同位体効果の化学的・生化学的メ
カニズムを踏まえたうえで，水系に存在する溶存態
無機リン酸のδ18Op に基づいて，流域生態系のリン
動態を評価する安定同位体手法の基本原理について
解説する。3.1 節で述べたように，水系に負荷され
るリン酸の酸素安定同位体情報（δ18Op）は，自然条件
下で化学的に保存されている。したがって，生物に
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︲
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図 2　細胞外リン代謝酵素であるアルカリホスファターゼの酵素反応．
生成したオルトリン酸の青色で示した酸素原子は水分子の酸素に由来する．

図 3　  リ ン 代 謝 の in vitro 及 び in vivo 実 験 後 の 水 － 
酸素同位体比（δ18Ow）に対するリン酸－酸素同位
体比（δ18Op）のプロット．

Blake ら 7）の図を改変（アルカリホスファターゼを用いたin vitro
実験は，Liang と Blake8）のデータの一部を追加）．
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よるリン代謝が全くない条件下で，環境中に存在す
るリン酸のδ18Op は負荷源のδ18Op とその混合割合に
よって決まる。この安定同位体混合モデルは，以下
のように定式化できる。

　δ18Op-sample = a1 δ18Op-source 1 ＋ a2 δ18Op-source 2 ＋ 
,,, ＋ an δ18Op-source n （式 2）

　
ここで，δ18Op-sample は環境中の溶存態無機リン酸の酸
素同位体比，δ18Op-source n は負荷源 n のリン酸の酸素
同位体比，an は負荷源 n の混合率（a1 ＋ a2 ＋ ,,, ＋ 
an = 1）を表す。負荷源が 2 種類の場合は解析的に混
合率を求めることができる。図 4a の例では，2 種類
の負荷源を仮定しており，それぞれの混合率は 30％
と 70％と推定される。ただし，三つ以上の負荷源が
想定される場合，それぞれの混合率を解析的に求め
ることはできない。このような場合，シミュレー
ションにより混合率の確率分布を推定する方法もあ
る。いくつかのモデルが提案されているが，一般公
開されているソフトウェアとして IsoSource（http://
www.epa.gov/wed/pages/models/stableIsotopes/
isosource/isosource.htm）や ベ イ ズ 推 定 を 用 い た
MixSIR（http://conserver.iugo-cafe.org/user/brice.
semmens/MixSIR）などがよく使われている。解析原
理の詳細は，Phillips とGregg9）や Moore と Semmens10）

を参照されたい。
　式 2 のモデルのように，水系においてリンが全く
生物代謝されないという仮定は現実的でない。実際
には，水中に存在するリン酸の一部，ないし全てを
生物が取り込んで代謝回転する。生物によるリン代
謝を組み込んだ混合モデルは，以下のように記述で
きる。

　δ18Op-sample = b δ18Op-IEE ＋ （1－b）Σ（an δ18Op-source n）
 （式 3a）

　δ18Op-IEE = δ18Ow－T （℃）/4.3 ＋ 25.9 （式 3b）

　Σ（an δ18Op-source n） = a1 δ18Op-source 1 ＋ a2 δ18Op-source 2 ＋ 
,,, ＋ an δ18Op-source n （式 3c）

ここで，b は水系に負荷されたリン酸のうち，生物
によって代謝回転されたリン酸の寄与率を示す（0 ≤ b 
≤ 1）。δ18Op-IEE は，環境中に存在する全てのリン酸が
生物によって代謝回転される，換言すれば，同位体
交換平衡に達した場合（b = 1）に期待されるδ18Op の
理論値を表す。式 3b は式 1 を変形したもので，採
水地点の水温と環境水の酸素安定同位体（δ18Ow）が
既知なら，δ18Op-IEE を求めることができる。図 4（b）
は，水系に負荷されたリン酸のおよそ半分が生物に
よって代謝回転された場合を示す。ただし，負荷源
が 2 種類以上ある場合，それらの混合率 an と生物代
謝の寄与率 b を解析的に求めることはできない。複
数の負荷源を想定して an と b の確率分布を同時に推
定するソフトウェアは，残念ながら公開されていな
いので，この変則型混合モデルにおける各変数の確
率分布をシミュレーションするプログラムを自作す
るしかない。
　この変則型混合モデルは，微生物の基質となるリ
ン酸が全て溶存無機態の場合を仮定するが，有機態
リン酸が卓越する系では，前節で述べたように，有
機態リン酸由来の酸素同位体の履歴効果も考慮せね
ばならない。また，リン酸基質が余剰に存在する系
では，速度論的同位体効果も無視できない。これら
の効果は，混合モデルをさらに複雑なものにする。
現実世界を再現するモデルがどの程度まで簡略化で
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図 4　二つのリン負荷源を仮定した安定同位体混合モデル．
生物によるリン代謝を仮定しない混合モデル（a）と生物代謝を仮定した変則型混合モデル（b）．P0 は図 4（a）における負荷源の
混合のみを仮定した（b=0）理論値，P1 は全てのリン酸を生物が代謝回転する場合（同位体交換平衡 : b=1）の理論値．
δ18Op はリン酸（PO4

3-）の酸素安定同位体比．
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きるか，さらなる実験的検証と理論化が必要であ
る。
　要約すると，流域に負荷されるリン源の候補及び
水中に存在するリン酸のδ18Op，環境水のδ18Ow，水
温を測定しさえすれば，生態系のリン循環を駆動す
る二つの主要なプロセス，すなわち，「負荷源の混
合」及び「生物による再循環」を評価することが原
理的には可能となる。

4．リン酸－酸素安定同位体分析手法の技術開発

　先述のように，古生物学・古気候学のツールとし
てのδ18Op 分析の歴史は古い。しかし，この分析手
法がリン循環研究のツールとして，そのまま普及す
ることはなかった。その理由として，リン酸ビスマ
ス（BiPO4）をフッ化する従来の方法は，分析に多量
の試料が必要で，試料調製に多大な時間を要し，さ
らに，難分解なリン酸アパタイトの溶解処理に酸化
反応性の高い 5 フッ化臭素（BrF5）を用いねばならな
かったことが挙げられる。
　安定同位体分析手法を用いた水系のリン循環研究に
先鞭をつけたのは，アメリカのペイタン博士らの研究
グループである 11），12）。彼女らは，マグネシウム誘導
共沈法（MagIC; magnesium - induced coprecipitation） : 

（Karl と Tien13）参照）を用いて，溶存態無機リン酸を
濃縮・精製・固形化して分析する方法を考案した 14）。
その後，さまざまな改良が試みられるが，溶存態無
機リン酸をリン酸銀（Ag3PO4）に変換し，熱分解型
元素分析装置付き安定同位体比質量分析計（TC/ 

EA-IRMS; thermal conversion / elemental analyzer  
- isotope ratio mass spectrometer）を用いて，熱分解
により生じた一酸化炭素ガスの酸素安定同位体比を
分析するのが，現時点で最も簡便な方法である（図 5）。
　流域生態系では，しばしばリンが律速資源となる
ため，溶存態無機リン酸は低濃度で存在し，時とし
て検出限界以下の場合さえある。このような低濃度
のリン酸を分析するには大量の試水を採集・処理せ
ねばならない。この試水量を減容するには，できる
限り少量の同位体分析試料を高精度で測る技術が必
要となる。図 5 に示したように，熱分解炉につうず
るキャリアガス流路の前段に還元炉を配置すること
によって，キャリアガスに含まれる微量の酸素を除
去したり，オートサンプラーの密閉効果を高めたり
することによって，測定時の酸素のバックグラウン
ドを低く抑えることができる。さらに，熱分解炉の
内部を二重構造にして反応炉全体をキャリアガスで
充填する改良によって，LaPorte ら 15）は，200～500 µg
のリン酸銀試料（オルトリン酸で約 0.5～1.2 µmol に
相当）を±0.15‰の測定精度で分析することに成功し
た。
　測定誤差は，リン酸銀試料に溶存態無機リン酸以
外の酸素化合物が混入することによっても生じる。
その混入源の 1 つが溶存態有機物（DOM; dissolved 
organic matter）である。溶存態有機物の混入によっ
て，δ18Op の値が測定誤差範囲を超えて変異すること
さえある 16）。さらに，マグネシウム（Mg）で共沈した
溶存態有機物が酸で処理されると，その加水分解に
よって無機リン酸が少なからず生じる。これは，精

図 5　熱分解型元素分析装置付き安定同位体比質量分析計（TC/EA-IRMS）の仕組み．
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製リン酸銀試料に溶存態有機物由来酸素の履歴効果
をもたらしうる。そのため，試水から溶存態有機物
を除去する前処理を施すことが推奨される 16），17）。
　現在までに，さまざまなプロトコルが提案されて
いるが，同一試料を異なる手法で分析した値は相互
に比較・検討されていない 18）。筆者の経験では，既
存の手法をそのまま用いても MagIC がうまくいか
なかったり，リン酸銀試料の濃縮・精製過程で不純
物が混入したりするなどの問題に直面することがま
まある。試料の化学的性状に応じて，前処理法を調
整・変更するなどの事前検討が欠かせない。
　本手法のもう一つの未解決な問題は，国際標準物
質が存在しないことである。IAEA（国際原子力機関）
や NIST（アメリカ国立標準技術研究所）など国際機関
によって承認された標準物質の提供が待たれるが，
当面は，内部標準物質を研究室間で共有するなど，
分析値の品質保証に努める必要がある 19）。

5．流域生態系のリン循環研究への適用事例

　リン酸－酸素安定同位体手法は，陸域・水域生態
系を問わず，リン循環の研究ツールとして幅広く活
用されつつある（例えば，陸域研究の総説として
Tamburini ら 20），水域研究の総説として Paytan と
McLaughlin11）や Davies ら 21）を参照）。それらの知見
の蓄積はまだ十分とはいえないが，本章では，流域
生態系の構成要素である河川・汽水，地下水，湿
地，湖沼の各生態系において適用された研究事例の
いくつかを紹介したい。
5.1　河川・汽水生態系
　Young ら 6）は，異なる流域の複数地点から河川水
を採取し，それらのδ18Op 値の地理的変異について
調べた。同一流域内の地点間で同位体変異が認めら
れるとともに，流域間においても同位体比の有意な
差異が検出された。これらの調査地点のほとんど
で，河川水のδ18Op 値に同位体交換平衡は観察され
なかった。以上の結果より，河川水のリン酸には地
域・流域固有の負荷源の同位体情報が刻印されてい
ると示唆された。各種リン源が統計的に識別可能な
同位体比をもつことを考慮すると，本手法はリン負
荷源を特定するツールとして有望といえよう。しか
しながら，本研究では，安定同位体混合モデルを用
いた負荷源の混合率推定は試みられておらず，多種
負荷源を想定した混合モデルを構築することの難し
さを物語っている。
　サンフランシスコ湾の汽水域では，サン・ウォー
キン川とサクラメント川が形成する三角州から湾口
までδ18Op の流程変異とその季節変化が調査され
た 22）。この水域のδ18Op の流程変異は，あえて外部
負荷源の由来を不問にするならば，淡水と海水に含
まれるリン酸の単純な混合によってほぼ説明でき
た。観測結果は生物による再循環を考慮したモデル

の予測とは一致せず，一次生産がリンによって律速
されていない本水域では，淡水・海水産リン酸の混
合プロセスが卓越すると結論づけられた（ただし，
生物による再循環の寄与率は式 3（a）－（c）のような
変則型混合モデルを用いて定量的に評価されていな
い）。本調査水域では，時として，海水と淡水の混
合や生物による再循環から期待される予測値から大
きく外れる値が観察されたが，このズレをもたらす
要因として，都市排水処理施設からの点源負荷の可
能性が示唆された。
5.2　地下水生態系
　流域生態系へのリンの面源負荷経路として，地下
水はしばしば大きなインパクトをもつが，その定量
的評価は容易でない。Blake ら 23）は，マサチューセッ
ツ州ケープコッドの浅部帯水層から採取された高濃
度リン酸を含む地下水が下水によって汚染されてい
る可能性を示唆し，この人為起源リン酸が生物に
よって十分に代謝回転されていないことを安定同位
体手法により明らかにした。しかし，地下水のδ18Op

は同一水系内でも採水深度によって大きく異なるこ
とが報告されており 6），分析結果の解釈や同位体混
合モデルの適用には細心の注意が必要である。自然
負荷源として地下水中の母岩由来リン酸の同位体比
変動をもたらす生物地球化学的プロセスはまだよく
分かっていない。
5.3　湿地生態系
　Li ら 24）は，フロリダ州エバーグレーズの湿地生態
系に負荷される農業肥料由来リン酸の影響をδ18Op に
よって評価した。国定公園内の貧栄養水域のδ18Op

は，同位体交換平衡に近い値を示し，生物による再
循環プロセスが卓越している可能性が示唆された。
一方，高濃度のリン酸が検出される農地近傍の攪乱
水域では，同位体交換平衡値からのズレが観察され
た。肥料からの負荷と生物による再循環のみを仮定
したシンプルな同位体混合モデルに基づいて，人為
攪乱水域に溶存するリン酸のおよそ 15～100％が肥
料由来であると推定された。
　カリフォルニア州エルクホーン湿地では，潮の干
満の影響下にある下流域から淡水の上流域まで，調
査時期によらず一貫してδ18Op の流程変異が観察さ
れた。下流は海水由来リン酸の同位体シグナルを反
映し，上流域に向かうほど保護区域の土壌や地下水
中のリン酸のδ18Op 値に近づいた。ところが，農業
地帯に隣接する湿地最上流部の止水及び湿地に流入
する灌漑水路堆積物から海生肥料由来と推測される
リン酸の同位体シグナルが検出され，農地からの面
源汚染の影響が示唆された 25）。
5.4　湖沼生態系
　過去に富栄養化の著しかった北米のエリー湖で
は，1970 年代に集水域の栄養塩負荷削減対策が実施
されて以降，リン濃度は減少傾向を示した。にもか
かわらず，1990 年代から再び増加傾向に転じたこと
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が報告されている。Elsbury ら 26）は，湖水のδ18Op を
測定し，同位体比が地点・水深・季節によって大き
く変動することを見いだした。同位体交換平衡の理
論値，及び河川から負荷される低いδ18Op を示すリ
ン源を考慮しても説明できない高い同位体比が湖盆
中央部から観察された。この同位体シグナルは深度
勾配を示し，湖底付近でより高い値を示した。本湖
で観察される高い同位体比をもたらす原因として，
湖底からの内部負荷の影響が示唆された。δ18Op に
基づいて堆積物内リン循環プロセスを評価する手法
は，海洋生態系において確立されているものの 27），28），
湖底から溶出するリン酸のδ18Op を同定し，湖沼生
態系のリン循環における内部負荷の寄与を評価した
研究はまだない。
　砂漠気候で流入河川に乏しいイスラエルのガリラ
ヤ湖では，乾季に山地から吹き降ろす強風によって
運搬される大気降下物が湖盆への主要なリン負荷源
と考えられている。これらの風塵中に含まれるリン
酸のδ18Op を調べたところ，風上の農地から採取さ
れた土壌由来のδ18Op に近い値を示すことが明らか
となった 29）。集水域の農業活動の影響が示唆される
一方，風塵由来リンの湖盆での拡散範囲や降下後の
湖内での動態について，今後の調査が期待される。

6．課題と展望

　本稿では，流域生態系におけるリン循環を評価す
るツールとして，リン酸－酸素安定同位体分析の基
本原理といくつかの適用事例を紹介した。その潜在
的有用性にもかかわらず，本手法を利用した研究の
多くが，現状では，想定される負荷源や水試料の同
位体比の記載に留まり，リン循環の全容解明には程
遠い。混合モデルを用いた量的評価，とりわけ，生
物による再循環を評価するには，リン代謝に関わる
同位体変動プロセスのさらなる理解とモデルの精緻
化が必要である。また，現行の同位体試料調製手順
は，改良されたとはいえ，まだまだ煩雑で時間の要
する作業を強いられる（McLaughlin ら 14）に従うと，
試料調整に最短でも 5 日間を要する）。とりわけ，
貧栄養水域の試料では，分析可能なリン酸量を得る
ための採水・濾過作業が大きな律速段階となってい
る。大容量試料の高速・簡便処理と微量試料の高精
度分析を実現する技術革新が，本手法の普及に向け
た大きな課題といえよう。かつての炭素・窒素安定
同位体分析手法がそうであったように，演繹的な観
察データの蓄積と理論基盤の構築によって，本手法
がリン循環研究の汎用性の高いツールとなる日はそ
う遠くない。
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