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研究成果の概要（和文）：水域における富栄養化の最も重要な要因の一つであるリンの動態と供給源を解明する
有力な手法として、リン酸の酸素安定同位体比を指標とする方法を熱帯沿岸海域に初めて導入し，適用した。熱
帯沿岸海域における主要な一次生産者である造礁サンゴ、海草、大型藻類、プランクトンの代謝が環境中のリン
酸酸素安定同位体比に及ぼす影響を実験的に定量評価した。また事例研究として、フィリピン北部の富栄養化し
た内湾域に本法を適用し、富栄養化が持続している主要な原因が漁業規制実施前に投入され堆積物中に蓄積され
たリンの溶出回帰に求められることを立証した。

研究成果の概要（英文）：The oxygen isotope systematics of dissolved phosphate was introduced for the
 first time as a novel technique to elucidate the dynamics and the provenance of one of the most 
important eutrophication agent, dissolved orthophosphate, in tropical coastal marine ecosystems. The
 magnitudes of isotope fractionation associated with phosphorus uptake by major primary producers 
such as hermatypic corals, seagrasses, seaweeds, and phytoplankton, were determined experimentally. 
It was demonstrated as a case study that the recycling from sediments of phosphate that had been 
accumulated by intensive mariculture activities during preceding decades is the principal cause for 
sustained eutrophication and extremely low N:P ratios observed in a coastal embayment of Bolinao, 
northern Philippines.

研究分野： 海洋生態系生態学
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１．研究開始当初の背景 
	 リンは窒素・ケイ素と並んで海洋の生物生
産を制御する最も重要な栄養素の一つである
が、環境中で原則として酸化還元反応を起さ
ないことと安定同位体比が定義できないこと
から、その環境中での挙動を解明する手段が
乏しい。そうした中で近年、リン酸と結合し
ている酸素原子の安定同位体比を正確に測定
する技術が確立され、それが水域環境中での
リン酸の挙動を解明する有力なトレーサーと
なり得ることが示されるようになった。しか
しながらその適用例は温帯の内湾域や河川な
どに限られていて、その可能性が十分に実証
されないままになっていた。また自然環境中
でのリンの動態解明に本法を適用する場合、
環境中に生息する主要な生物、特に一次生産
者によるリンの代謝に伴う同位体効果が実測
されていなければならないが、研究開始当初
の段階では、水生生物としてはバクテリアや
大型海藻類など、ごく少数の生物についてそ
の同位体効果が測定された例が存在するに過
ぎなかった。そこで本研究は、サンゴ礁等の
熱帯海洋生態系におけるリンの動態を解明す
るために本法を適用することを目標として、
そのために必要な技術と情報の整備を行うこ
とを意図して企画された。 
 
２．研究の目的 
	 本研究の目的は沿岸生態系におけるリンの
挙動を解明する手法としてのリン酸酸素安定
同位体比法の有用性を実証することである。
特に、これまで適用例のない熱帯浅海域生態
系に実地適用することを目標とする。このた
めに、McLaughlin et al. (2006)が開発した海
水中のリン酸前処理技術を導入して実態に合
わせて改良する。またこれまでに研究例のな
いサンゴ、海草、熱帯性大型海草、植物プラン
クトンにおけるリン酸の代謝に伴う同位体効
果を実験により実測して決定する。さらに、
サンゴ・海草藻場、地下水流入、底層の貧酸素
化、養殖漁業等の複合的な影響を受けている
フィリピン沿岸の熱帯浅海域（図１）に本法
を適用し、リン酸の動態を解明するために他
の方法では得難い有益な情報が得られること
を実証する。 

 
３．研究の方法 
	 初めに溶存リン酸の酸素安定同位体比分析
システムを McLaughlin et al. (2006)に記載
された方法に準拠して東京大学大気海洋研究
所にセットアップした。測定の正確さや再現
性についてチェックしたのち、初期の試料処
理過程に必要な装置を必要に応じて遠隔地の
実験施設等にセットアップできるように可搬
化した。前処理を終えた試料（リン酸銀）の同
位体比分析は、同研究所に設置されている
TC/EA-IRMSを用いて行われた。 
	 リン酸の酸素安定同位体比情報の解釈のた
めには、同時に採水された水の酸素安定同位
体比情報が不可欠であり、これは CRDS式の
レーザー型同位体比分析計により測定された。 
	 熱帯性一次生産者によるリン酸酸素安定同
位体の同位体分別を測定するための実験は、
沖縄県石垣市の西海区水産研究所石垣支所、
およびフィリピン大学ボリナオ臨海実験所に
設置されている屋外水槽施設を利用して実施
された。実験施設付近の沿岸域に優占して生
息している代表的な造礁性サンゴ、海草、大
型藻類を採集し、一定期間の訓化ののち、30 
L の自然光下の恒温水槽に移して飼育実験を
行った。実験の初期に同位体比既知のリン酸
塩と硝酸塩を栄養塩として添加し、飼育期間
中１〜２日おきに採水して試水に必要な前処
理を行った。処理後の試料を持ち帰り、もと
の海水の酸素安定同位体比と、含まれるリン
酸の濃度と酸素安定同位体比を測定した。残
存していたリン酸の濃度とその酸素安定同位
体比の時間変化から、水槽中の生物によるリ
ン酸の取込速度と取込に伴う同位体分別係数
を求めた。 
	 植物プランクトンのリン酸取込に伴う同位
体効果は、前述のボリナオ臨海実験所付近の
海水から分離されてフィリピン大学海洋科学
研究所で継代培養されている植物プランクト
ン株を用いて、同研究所の培養実験室を利用
して行われた。閉鎖系の培養容器を使用した
こと以外は、上述のサンゴ等の場合と同様の
手順を踏んだ。 
	 実際の沿岸海域におけるケーススタディは、
上述のボリナオ臨海実験所付近のボリナオ−
アンダ半閉鎖性海域をフィールドとして実施
した。雨季と乾季に面的な採水と、潮汐周期
に従う時系列採水を実施した。また当該の海
域に供給されるリン酸の起源を特定するため
に、流入河川水、地下水、堆積物中の間隙水の
試料も採取した。間隙水の採取は遠心分離法
により行った。またこの海域では養殖漁業が
さかんであり、養殖のために使用される餌料
から溶出する栄養塩が水質汚染限となってい
ることから、現地で使用されている餌料を入
手して栄養塩溶出実験を実施した。採水した
試料は必要な前処理を行って持ち帰り，分析
に供した。 
	
４．研究成果	

図１．養殖海域におけるリンの循環の
模式図 



(1)	生物代謝に伴う同位体効果の実測	
	 生物の代謝作用によって海水中のリン酸の
酸素同位体比が影響を受けるメカニズムには
大別して２種類があり、一つは代謝に伴う速
度論的同位体効果のために同位体比の低いリ
ン酸が生成される、もしくは同位体比の高い
リン酸があとに残されるというものである。
もう一つは酵素が触媒する同位体交換平衡反
応によるもので、もともと海水中に存在する
リン酸の酸素同位体比がその水温での平衡値
から外れている場合に、水分子との酸素同位
体交換を触媒することにより平衡化を促進す
るというものである（図２）。	
	 本研究では熱帯沿岸海域の主要な一次生産
者を実験条件下で飼育し、リン酸の取込に伴
うリン酸の酸素安定同位体比の変化を追跡し、
それを同条件下での同位体交換平衡値と比較
した。その結果、一部の造礁サンゴ（図３）で
はリン酸の取込に伴う明らかな速度論的同位
体効果が認められた。このようなケースでは、
残存するリン酸の濃度と酸素安定同位体ｈと
から同位体分別係数を計算した。	
	 また別のケース（大型藻類等）では、リン酸
の取込と共に酸素同位体比の平衡化が進行し

ていると推定される結果が得られた。大型藻
類の代謝による同位体交換平衡化は、先行研
究の中にも報告例が認められるものである。	
	 一方、リン酸の取込が進行しても酸素同位
体比の変化がほとんど伴わず、速度論的同位
体分別も同位体交換平衡化も進行していない
ように思われる例も見られた（アオサンゴ、
海草など）。一部のサンゴ種の場合、見かけ上
の速度論的同位体効果がリン酸の取込速度に
よって変化し、取込速度が大きいと同位体効
果が小さくなる傾向が認められたが、取込速
度にかかわらず同位体効果がほとんど認めら
れない種もあった。	
	 このように生物代謝が海水中のリン酸の酸
素安定同位体比に及ぼす効果は，生物の種類
によっても成長条件によっても異なるため、
一般化が難しいことが示唆された。	
(2)	熱帯沿岸海域への適用例	
	 事例研究を実施したフィリピン北部のボリ
ナオ沿岸海域は、1970 年代には一面に豊かな
サンゴ礁の広がる静かな内湾域であったが、
20世紀末頃から生簀を用いたミルクフィッシ
ュの養殖がさかんになり、そこで投与される
餌料のために著しく富栄養化が進み、底層水
の無酸素化や有毒藻類ブルームが頻繁に発生
するようになった。現在では内湾部にはサン
ゴは生息せず、海草も著しく減少している。
一方、海峡を抜けた外洋に面した海域には、
現在もなお豊富なサンゴ礁と海草藻場が残さ
れている。我々は本研究の一環として、この
海域における基礎的な栄養塩分布調査を実施
した。この海域では貧酸素化や有害藻類ブル
ームの被害が顕著になってから養殖施設の設
置に対する規制が実施されており、最盛期に
比べると養殖事業は減少している。しかしな
がら、栄養塩濃度の時空間変動を詳しく調べ
たところ、窒素栄養塩の濃度は確かに養殖規
制導入前に比べて減少しているものの、リン

図２．生物のリン酸の取込の際に起こりう
る２種類の同位体効果。 

図３．飼育実験結果の一例。石垣島の造礁
サンゴの一種 Porites cylindrica を用い、
夏（上）と冬（下）にリン酸の取込実験を
行った。いずれも顕著な速度論的同位体効
果が認められる。 

図４．ボリナオ海域（内湾域）における 1995
年以降の年平均栄養塩・クロロフィル濃度の
推移。養殖規制が導入された 2002 年以降、
降水量の以上に多かった 2011, 12 年を除き
NO3

–と NH4
+は減少傾向にあるが、PO4

3–（リン
酸）の濃度は増加傾向にある。 



の濃度はむしろ増加傾向にあることが判明し
た（図４）。この結果、制限栄養素がリンから
窒素へ経年的に推移しており、植物プランク
トンの種構成にも影響していることが示唆さ
れた。このように規制導入後もリンの濃度が
減少しないのは、一つには規制前に大量に投
入されて堆積物中に蓄積されたリンがその後
も徐々に溶出を続け、規制による負荷減少分
を打ち消していることが原因と考えられる。	
	 我々はこの海域で現在なお滞留ないしは増
加しつつあるリン酸の起原を明らかにするた
めに、リン酸の酸素安定同位体比を指標とし
て用いることの有効性を検証することを試み
た。リン酸の酸素安定同位体比は、その生成
源に応じて特有の値をもっているが、生成後
の時間が経過するにつれて、環境中に生息す
る微生物の代謝作用により環境水の酸素原子
との間に同位体交換反応が進み、酸素安定同
位体比は同位体交換平衡値に近づいていると
考えられている。sこの同位体交換平衡値は、
環境水の酸素同位体比と水温だけによって決
まる値である。	
	 この海域に供給されるリンの主要な起原に
相当するサンプルのリン酸酸素安定同位体比
を調べたところ（図５）、養殖餌料から溶出し
た直後のリン酸は同位体交換平衡値よりも
5‰ほど高い同位体比を示した。それに対して
主に雨季に河川水や地下水を通じて流入する
リン酸は、河川水や地下水の酸素同位体比が
もともと低いため、リン酸の酸素安定同位体
比も海域のリン酸に比べると 5‰以上低い値
になっていた。一方、堆積物の間隙水中のリ
ン酸は、間隙水中にある間に既に微生物作用
を受けているため、その酸素安定同位体比は
平衡値に近い値（2‰以内の差）を示した。	
	 これに対して、養殖海域の海水中に含まれ
るリン酸については、濃度・酸素安定同位体
比とも潮汐等に応じた変動を示すものの、酸
素同位体比の平衡値との差は0〜4‰の間であ
った（図５）。このことは，この海域のリン酸
の起原は養殖餌料から溶出するリンと堆積物
から溶出するリンとの混合によってほぼ説明
され、比率としては後者の方が若干優勢であ
ることを示している。このことは雨季と乾季

とで目立った違いはなかったことから、河川
や地下水によって供給されるリンはこの海域
のリンの収支に大きな影響を与えていないこ
とが示唆される。また海水中のリン酸酸素安
定同位体比が餌料溶出物のそれを上回る例が
一度も確認されていないことから、海域の一
次生産者による同位体分別が海水中のリン酸
酸素安定同位体比に及ぼす影響はこの海域の
場合は無視できると考えられる。	
	 以上の結論は、栄養塩濃度の経年変動傾向
から予想された、リン酸の内部負荷が富栄養
化において持つ意義の重要性を裏付けるもの
である。またそれと同時に、本研究はリン酸
の供給源を推定する手法としてのリン酸酸素
安定同位体比法の有用性を実証している。	
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