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安戸地泥土の酸化還元電位

玉 置 鷹 彦，梅 田

裕

安声弛は香川県東端に逝い大川郡引田町に位屈し，東部は瀬戸内海に．接し，北，西，西南の三方は小山で囲まれた
周辺単純型の養魚池である．東岸中央部附近には．海水の流入，流出を調節する水門が2個所相接して存在し，西部に
は水澄の少ない小川が南北方向に．分布し，そのおもなものが西北，西，西南の各部紅1筋づつこの鞄へ流入しでい
る．

この養魚池でほおもに．はまちが人工飼育されているが，魚類の食餌としで与える小魚の残りが地底へたまり，それ

が変質すること紅よって養魚の肥大成長紅負の影響を及ばしているらしいことが近年特に目立ってきたと伝えられで
いる．このことを解明するための基礎的資料を得ることを目的として我々は底泥の酸化還元電位の測定を現地紅．おい
で行ない，あわせで室内紅おける実験についでも検討を試みたので，以下に．これについて報告する．
なおこの報告ほ前川忠夫前本学学長を研究代表者とし1967〜1969年に．わたり農林省農林水産業特別試験研究費に．よ
って行なわれた「還元層発生紅よる増養殖漁場の老化防止に．関する研究」のうら我々が分担んた試験に．ついて1968，
1969両年の結果である．
こ．の研究を行なう紅あたり多くの助言をいただいた本学名誉教授 前川忠夫博士，三藍県立大学水産学部長 伊藤
隆博士，供試砂鉄の寄贈をうけた久慈市の晴山小二郎氏，調査に協力された本学八木道明，宮脇勝美の両氏，安戸渦

巻魚関係の方々紅たいしあつくお礼申しあげるしだいである・
Ⅰ調査，実験の内容と方法
1 現地調査
Fukudaらくいの本養魚池濫．おける水流の調査を考
慮に入れ，第1図に永す9地点を池内紅定め，現地に
おける観測地点を設定した．とれらの地点紅おいて小
舟上より既報く3）の測定機器を用い底泥（ヘドロ）お

よびその直上の池永の水温，pH，E王1を測定した．な
お1969年には比竃導魔の測定も投込電極をもつ患亜電
波工業KK製携帯用竃導度計CM−・3M型に．よってあ
わせて行なった一．測定期日はつぎのとおりである．

1968年 5月16日 6月13日 7月16日
8月12日 9月12日10月11日
11月11日

発1図 観測地点略図

1969年 5月22日 6月24日 7月23日
8月27日 9月24日10月22日
11月25日

2 室内実験

観測地点N3附近に．おいて・エクマソ・バ−ジ採泥機に．よっ′して二採取した泥土を550gづつど−カーに・とりつぎの物料
を加えて混和後泥土採取と同時に採取した池永を泥土上紅約5α花の探さまで加え，300Cで33日間保存し，5〜6日置

きに泥土中と泥土上面水中のpH，Ehを測定した．pH，Ehの測定は東亜竃汲工業KK製pH・Eh計HM−5A型を
用いて行った。添加物虫は泥土550gにつき魚粉2g，砂鉄5g，砂鉄多歪10gとし，魚粉は孔径1仰の節で節別した

紙粉を用いた‖砂鉄は岩手県久慈而産の品である・
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ⅠⅠ調査，実験の結果
調査結果に．閲し，飽水および泥土の温度，pH，酸化還元電位，比電導度についで第1〜7表紅，又魚粉，砂鉄加用
泥土の湛水保存処理庭．おけるpH値を第8−（1）表に，酸化還元電位値を第8−（2）表に示す．

第1表 地 水 の 水 温（OC）

（註）A：1968年測定 B：1969年測定
第2表 泥 土 の 泥 温（OC）
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（註）A：1968年測定 B：1969年測定
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舘3表 地 水 の

pH値

（註）A：1968年測定 B：1969年測定

第4表 泥 土 の pH 値
＼

妄＼、＼点 ＼
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7．3l 7．5
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（註）A：1968年測定 B：1969年測定

7．9と 7．9
7・5i 7・6 7・2
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寛5表 地水の馳7。5値（mv）

1 J 2 】 3

時期 ＼

8

（註）1．A：1968年測定 B；1969年測定
2．（−）は負値を，他は正値を示す．

3．1969年9月24日は機器の故障のため測定を中止した。

6

貨6表 泥土のEh7．5値（mv）

4

3・1969年9月24日は機器の故障のため測定を中止した．

3

2・測定値はすぺて正値を示す・

2

（註）1．A：1968年測定 B：1969年測定
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籍7表 地水，泥土の比電導度（1969年）

（註）測定値はミクロ・モ−，200Cの単位である．

第8−（1）表 湛水保存によるpH値（300C）

（註）A：泥土 B：泥土の上面水
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第8−（2）表 湛水保存に．よるEb7．5値（300C）

（註）A：泥土 B：泥土の上面水
ⅠⅠⅠ考

察

水底土壌の名はRamann（5）に．よって提唱されたもので，陸水による泥状物を腐泥，骸泥に，海水によるものを
Schlickと区別している．前者は湖，沼，池など陸永下に生成発達し，後者は海水退去後の堆積物として知られてい
る．又汽水湖に．おける湖底堆積物紅由来する水底土壌の生成，発達も考えられ，太研究の対象である安戸他の場合は
これ紅属するものである．

水底土壌は陸地土壌に．くらぺその環境に著しく多豊の水が存在するこ・とに・より，この土壌の生成，発達は陸地土壌
の場合とは異なる様相を示す．しかも水底軋堆積する物質はその起因により堆積物の存在する水環境による原地性産
物と外部より堆積地へ運びこまれる異地性堆積原物に大別され，これらの組成は有機質と鉱物質からなり立ってい
る（9）．この水底土壌の腐植質有機部分紅関して陸水の作用紅よるものはWaterhumus（水成腐植），海水に・よるもの
はmaIinebumus（梅成腐植）とよばれる（1・8）・又鉱物贋の海底風化紅おいては粘土の生成が陸地風化の場合とは異っ

た変質方向を示し，そ・して海水下の風化作用の進行ほ陸水下の風化作用より遥かに・速かに行われること（6），しかも海
水は可電解質として作用するため化学的風化を行う作用が著しく，退水後出現するSchlick（泥土）の生成，発達紅
重要な役割をもっている（4）．陸水による水底土壌の生成，発達に閲し溜他に・おいては既報（7）のよう紅滞泥作用と滞
砂作用が関与するこ．とが認められたが，海底殊紅．浅海海底における泥土の堆積に関してもこれと類似の経過をとるで
あろうことは推察される・
第1表より池水の水温は5〜7月の間1969年は1968年より各月ともやや高い値が大部分を占め，8月に・ほ両年闇紅・
大差がなく，9〜11月の間は1968年の方がより高い値を示した・何れの年紅・おいても8月をピ−クとしているらとは
季節的気温のうつり変りを反映していることが考えられる・
算2表より泥土の泥温は8月をピークとして5〜7月は1969年がより高く，9〜11月は1968年がより高い値を示し，
その上にある飽水の永温と同様な傾向をもっていることは泥温と水温が密に関連していることを示すものである・
算3表より池水のpH値はいずれも8内外を示し，水温紅認められたようなピークをもつ月は認められない・9〜
11月の間は1969年の値が1968年の値よりやや低く，同期間の水温と同様な傾向を示したことは池水中の溶存物置の水
温による溶解差によることが考えられる・
寛4表より泥土のpH値は1968年7．2〜8．2，1969年7・1〜7・8の範囲に．あり，1969年紅おける9〜11月の値は前年のこ
の期間の値に比較して−より低い値であることほ池水のpH億と同様の傾向である・これは泥土粒子間に・存在する池永
の影響庭．よるものであろう・

弟5表より池水のEh値は1968年は6月紅最も高く地点C3を除く他の8地点はいずれも（十）400mv台を示してい
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る．7月以降10月までは大部分の地点紅おいて減少し，10月に．は（＋）200mv以下の値を示す地点が大部分である・
1969年においては4，5，11月の各月においてやや高いが1968年6月において．全測定地点に認められたようなピ−
クは存在しないい このように両年のEh値紅−・定の関連した傾向を認めがたいことほこの安戸他の池水の水質が−・定傾

向の酸化還元電位を示すように安定な状態でないことを意味するものである…こ．れほ潮の満ち干き紅よる水門の開閉，

この他へ流入する小川からの陸水の時期的量的の変化 魚類の遊泳に・よる池水の平衡の授乱その他池内に鱒ける動的
変化に．よるものであるう．
第6表より泥土のEb値は1968年払おいて6月が各測定地点とも最も高く，飽水に−・致した傾向である∩又8〜9月
に．おいては著しく低下しているり この傾向は1969年の7〜8月の測定値に．おいてこも認められるところである．すなわ
ち泥土ほ盛夏の侯に著しく還元状態把傾くが，その上紅ある池水は第5衷紅みるように還元状態の進行程度が比較的
弱く，泥土より弛水への還元性物質の移行ほ．さはど著しくないことを示している．．このことほ又この養魚池の老化の

進行が泥土に関して比較的緩慢であることが理解される
籍7表より1969年に現地に．おいて測定した池水と泥土の比電導度値は大部分が3000ミクロ・モー台を示している
又泥土の比電導度値は他水のそれに．比較して，より低い値を示す地点が多く，泥土微細土粒による電静陰に対する抵
抗の存在が考えられる∩ このことは泥土の生成，発達に．滞泥作用が行われていることを示すものである
第8−（1）表より泥土を300Cに33日間湛水保存した場合のpH値ほ魚粉加用区に．おいて実験開始後6〜17日の間紅や
や低下する傾向がある。、これは魚粉の分解に．よって生成する酸性物質によるものであろうり その他の区の泥土のpH値
紅．は著しい変動が認められない．又泥土の上面水のpH値にほ一店の傾向を認めがたい．
第8−（2）表より泥土を300Cに33日間湛水保存した場合のEb値は魚粉加用区において実験開始後6〜17日の間紅著
しく低下しているが，砂鉄の添加特に．砂鉄多畠加用区においては実験開始後12日以後実験の終末まで泥土のEbは正の
値を示している．こ．の傾向ほ魚粉と砂鉄の両者を加用した場合紅おいても認められる 以上のことより砂鉄の加用は
盛夏の候を中心としてこ泥土の還元状態が急速に発達し，池永にその影響を著しくおよはすように．増益殆場が泥土の堆

積により老化することを防止する一方法として役立つ可能性を示唆するものである
ⅠⅤ 摘

要

1968，1969両年香川県引田町安戸他の飽水，泥土の温度，水素指数，酸化還元電位，比電導度を現地で測定し又室
内実験を行ないつぎの結果を得た．
1．他水，泥土の温度に閲し泥温は水温に．密接な関係をもってこいる．
2．池水のpH値ほ溶存物質に．，泥土のpH値は池水のそれ紅密接な関係をもっている
3．池水のEh値ほ−・定の傾向を示さない．泥土のE血値は盛夏の候著しく低下する
4．泥土の比電導度値は池水のそれより−・般に．低い叫
5．Eh，比電導度の測定結果より池内に．おいて滞泥作用が認められるが，これによるこ．の養魚池の老化の進行ほ比

較的緩慢である

6．泥土へ砂鉄を加用する室内実験より砂鉄は泥土堆積に．よる増益姑場の老化を防止すること紅役立つことが認め
られた
引 用 文 献
（1）BoRDVSKY，0．K：Marine Geology，33，AmsSpringer（1911）．
terdam，EIsevier Publishing Company（1965）．
（6）佐伯秀茸：農林地質学，116，東京，朝倉書店（1950）
（2）FuKUDA，E。，NAGANO，T．，MAEKAWA，T．：本（7）玉置鷹彦，梅田裕：本誌，12（2），260（1961）．
（8）WAKSMAN，S．A．：Humus，288，Balchimore，
誌，18，34（1966）．
The Williams andWilkinsCompany（1936）．
（3）前川忠夫，井上裕雄編著：昭和42年度農林水産業特
（9）WASMUND，E．：Lakustrische Unterwasserb6den，
別研究費補助金紅．よる研究報告書54（1968）．
（4）大杉繁：一劇般土壌学，43，泉私 朝倉書店（1948）．

121，Berlin，JuliusSpringer■（1930）〔BLANC王（，E．：

（5）RAMANN，E．：Bodenkunde，175，Berlin，Julius

Handbuch der Bodenlehre，5（1930）に．よる〕

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
葦23巻 界1号（1971）

91

Determination of oxidation−redudtion potentialof muddy
Sedimentsin Adoike pond
Takahiko TAMAXIand Yutaka UMEDA

SⅦmmary

Adoike−POndliesin Hiketa−Cho，Ⅹagawa−ken，Japan；This pondisusedasafishnursery．Determi−
nations of pH values，0Ⅹidation−reduction potentials and specific electric conductivities of muddy
Sediments were performedin．situ from1968to1969atnineObservation stationsin thispond．Following

results wereobtained．The pH valuesof the muddy sediments hadtheintimate relation to pond water
Whichlies on the muddy sediments．0Ⅹidation−reduction potentials of tlle muddy sediments were
markedly reducedin summer．

The specific electric conductivities of the muddy sediments were less values than that of pond
Water．It seems that the degenerative processon the productionof thefarmedfishesbythedeposition
of themuddysedimentsin this pondisincreasingyearly and the muddy sedimentsare deposited mainly
byorganic depositforming process ofthe‡eSiduesof thefoodsgivenforthe王iShfarming・The results

Of thelaboratory experiments showed that the addition oi theircn sands totIle muddy sediments
increasedtheoxidative conditionofthe muddysediments．Thisisoneof the favourable methods forthe
ameIiolation of the reduced muddy sediments．
（1971年5月31日受理）

