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(57)【要約】
【課題】湿潤土壌の酸化還元電位を自動で経時測定する
ことができる測定装置を提供する。
【解決手段】本発明の土壌の酸化還元電位を測定する測
定装置１００は、測定用電極１および参照用電極２と、
測定用電極１と参照用電極２との間の電位差を時間間隔
をあけて複数回測定し、記録する測定部１０と、測定用
電極１と参照用電極２との間に流れる電流を低減する抵
抗１２と、１回の測定時間が各測定間隔よりも短くなる
ように測定用電極１と参照用電極２との間を接続し、１
回の測定が終了する毎に次の測定開始まで測定用電極１
と参照用電極２との間に流れる電流を遮断するスイッチ
１１とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定用電極および参照用電極と、
上記測定用電極と上記参照用電極との間の電位差を時間間隔をあけて複数回測定し、記
録する測定手段と、
上記測定用電極と上記参照用電極との間に流れる電流を低減する抵抗と、
１回の測定時間が各測定間隔よりも短くなるように上記測定用電極と上記参照用電極と
の間を接続し、１回の測定が終了する毎に次の測定開始まで上記測定用電極と上記参照用
電極との間に流れる電流を遮断するスイッチとを備える、湿潤土壌の酸化還元電位を測定
する測定装置。
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【請求項２】
上記スイッチの接続時間は、上記測定間隔の１／１０００以下である、請求項１に記載
の湿潤土壌の酸化還元電位を測定する測定装置。
【請求項３】
上記スイッチの接続時間は１秒以下である、請求項１または２に記載の湿潤土壌の酸化
還元電位を測定する測定装置。
【請求項４】
上記抵抗が、２０Ｍオーム以上、２００Ｍオーム以下である、請求項１〜３のいずれか
１項に記載の湿潤土壌の酸化還元電位を測定する測定装置。
【請求項５】
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上記スイッチは物理的に接続が遮断されるリレーである、請求項１〜４のいずれか１項
に記載の湿潤土壌の酸化還元電位を測定する測定装置。
【請求項６】
上記湿潤土壌が農地である、請求項１〜５のいずれか１項に記載の土壌の酸化還元電位
を測定するための測定装置。
【請求項７】
測定用電極と参照用電極との間の電位差を時間間隔をあけて複数回測定し、記録する測
定ステップを含み、
上記測定ステップでは、１回の測定時間が各測定間隔の１／１０００よりも短くなるよ
うに上記測定用電極と上記参照用電極との間を接続し、１回の測定が終了する毎に次の測
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定開始まで上記測定用電極と上記参照用電極との間を遮断する、湿潤土壌の酸化還元電位
を測定する測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、湿潤土壌の酸化還元電位を測定する測定装置、および湿潤土壌の酸化還元電
位を測定する測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
酸化還元電位の測定は、ある系で起こっている化学反応を把握するために有効な方法で
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ある。一般的な酸化還元電位の測定では、溶液などの均一系であって、かつ、化学反応が
平衡状態になった状態を対象にする。このように、本来は均一系を対象にした測定方法を
土壌などの不均一系に適用した場合、測定された酸化還元電位はたとえ正確に測定したも
のであっても理論的な意味づけが難しいといった主張がある。とはいえ、起こっている化
学反応を大まかに推定できるため、系内で進行している化学反応を把握するための有用な
方法である。
【０００３】
例えば、非特許文献１〜５には、手動により数日間隔で土壌の酸化還元電位を測定する
ことが記載されている。また、非特許文献６には、土壌の酸化還元電位の経時変化を自動
測定することが記載されている。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】加藤、他２名、「水田土壌から放出されるメタンに対する微生物資材の
効果」、HortResearch 62: 39‑44 (2008)
【非特許文献２】石田、他３名、「水田への米糠及びケナフチップの施用が土壌Ｅｈと田
面水の無機成分濃度に及ぼす影響」、日作四国支報（Shikoku J. Crop Sci.）41: 42‑43
(2004)
【非特許文献３】野副、他３名、「鉱さい含鉄資材の水田土壌中への添加が土壌のｐＨお
よびＥｈの変化に及ぼす影響」、日本土壌肥料科学雑誌 74(1): 81‑83 (2003)
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【非特許文献４】花木、他２名、「土壌型の異なる稲わら施用水田からのメタン放出に対
する不耕起栽培の影響」、日本土壌肥料科学雑誌 73(2): 135‑143 (2002)
【非特許文献５】Rashid、他１名、「Selenium Chemistry in Amorphous Iron (hydr)oxi
de‑Applied Soil as Influenced by Redox Potential (Eh) and pH」、Soil Sci. Plant
Nutr. 48(2), 261‑269 (2002)
【非特許文献６】村上、他１名、「水田土壌のＥｈ測定に用いる白金電極の反応」、土壌
の物理性 106: 3‑10 (2007)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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しかしながら、従来行なっていた土壌の酸化還元電位の測定には、次の問題がある。
【０００６】
まず、不均一系である土壌の酸化還元電位が安定するまで測定を継続するため、１回の
測定に時間がかかる。また、酸化還元電位を測定するためには、通常、２本の電極を土壌
中に挿入するが、長時間の測定では土壌がもつ電位を消耗させてしまい、さらには電極に
酸化物質または還元物質などの被膜を生じさせる。よって、実際の農地等の土壌において
自動で長時間の経時測定を行なうことは難しい。
【０００７】
また、自動計測を行なった特許文献６では、計測値の安定性を把握することを重視して
、起電力の消耗を調べておらず、計測によって起電力の消耗が起きなかったか、すなわち
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適切に計測できたかについて確認できない。さらに、特許文献６では、土壌が存在した原
位置ではなく、土壌を採取して乾燥してから屋内で測定している。土壌を乾燥させた場合
、土壌の有機物が分解しやすくなり、それを餌とする微生物の活動が活発になるために酸
素の消費量が多くなって、土壌の還元が進む。このため、土壌の起電力が強まって、測定
による起電力の消耗が顕在化しにくい。したがって、特許文献６の方法は、起電力の消耗
を考慮しなくてもよい場合に限られた計測法である。一方、屋外にある湿潤な土壌は、分
解されやすい有機物はすでに分解されており、自然にこのような強い乾燥を受けることも
ないため、土壌還元の進行は乾燥した土壌に比べて穏やかで、土壌の起電力は弱く、測定
による起電力の消耗が顕在化しやすい。このため、特許文献６の方法では、起電力の消耗
を考慮する必要がある、一般的な湿潤土壌の酸化還元電位を適切に測定できない。
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【０００８】
本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、湿潤土壌の酸化還元
電位を自動で経時測定することができる測定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、（１）１回の測定時間を
短時間にすること、（２）測定時以外は電極間に流れる電流を完全に遮断すること、およ
び（３）測定時の電流を少なくすることで大きな電位消耗が起きないことを見出し、本発
明を開発するに至った。
【００１０】
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すなわち、本発明に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定装置は、測定用電極および
参照用電極と、上記測定用電極と上記参照用電極との間の電位差を時間間隔をあけて複数
回測定し、記録する測定手段と、上記測定用電極と上記参照用電極との間に流れる電流を
低減する抵抗と、１回の測定時間が各測定間隔よりも短くなるように上記測定用電極と上
記参照用電極との間を接続し、１回の測定が終了する毎に次の測定開始まで上記測定用電
極と上記参照用電極との間に流れる電流を遮断するスイッチとを備えることを特徴として
いる。
【００１１】
本発明に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定装置では、上記スイッチの接続時間は
測定間隔の１／１０００以下であることがより好ましい。
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【００１２】
本発明に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定装置では、上記スイッチの接続時間は
１秒以下であることがより好ましい。
【００１３】
本発明に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定装置では、上記抵抗が、２０Ｍオーム
以上、２００Ｍオーム以下であることがより好ましい。
【００１４】
本発明に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定装置では、上記スイッチは物理的に接
続が遮断されるリレーであることがより好ましい。
【００１５】
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本発明に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定装置は、農地の酸化還元電位を測定す
ることがより好ましく、湛水した状態になる水田の酸化還元電位を測定することがさらに
好ましい。
【００１６】
また、本発明に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定方法は、測定用電極と参照用電
極との間の電位差を時間間隔をあけて複数回測定し、記録する測定ステップを含み、上記
測定ステップでは、１回の測定時間が各測定間隔の１／１０００よりも短くなるように上
記測定用電極と上記参照用電極との間を接続し、１回の測定が終了する毎に次の測定開始
まで上記測定用電極と上記参照用電極との間を遮断することを特徴としている。
【発明の効果】
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【００１７】
本発明によれば、湿潤土壌の酸化還元電位を自動で経時測定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る測定装置の構成を示す図である。
【図２】製造例１において作製した測定装置の構成を示す図である。
【図３】電位差の自動測定値と手動測定値とを比較したグラフである。
【図４】リレーを短絡させたときの影響を示すグラフである。
【図５】リレーをＦＥＴに切り替えたときの影響を比較したグラフである。
【図６】測定装置を新たに接続したときの影響を示すグラフである。
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【図７】抵抗を短絡したときの影響を示すグラフである。
【図８】製造例２において作製した測定装置の構成を示す図である。
【図９】水稲種子を水田に播種した後の酸化還元電位の推移を示すグラフである。
【図１０】畑土壌の酸化還元電位の推移を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
【００２０】
〔土壌の酸化還元電位を測定する測定装置〕
図１は、本発明の一実施形態に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定装置１００（以
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下、単に「測定装置１００」という）の構成を示す図である。
【００２１】
本実施形態に係る測定装置１００は、測定用電極１と、参照用電極２と、測定部１０（
測定手段）と、スイッチ１１と、抵抗１２とを備えている。測定用電極１は抵抗１２およ
びスイッチ１１を介して測定部１０の接続端子３に接続されており、参照用電極２は直接
接続端子３に接続されている。
【００２２】
測定装置１００は、土壌の酸化還元電位を測定するための装置である。具体的には、測
定用電極１および参照用電極２を測定対象１３である土壌中に挿入し、これら電極間の電
位差を測定する。本実施形態の測定装置１００によれば、（１）１回の測定時間を短時間
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にし、（２）測定時以外は電極間に流れる電流を完全に遮断して、（３）測定時の電流を
少なくすることにより、大きな電位消耗が生じることを防ぐ。よって、湿潤土壌の酸化還
元電位を自動で経時測定することができる。
【００２３】
測定装置１００の測定対象は土壌であれば特に限定されるものではなく、例えば、農地
であり、中でも、灌漑によって湛水した状態にする水田、または降雨によって湛水状態に
なりやすい畑等が挙げられる。屋外（特に、圃場）における酸化還元電位の測定は、待機
時間が長いので作業者にとって体力的な負担が極めて大きく、また、局所環境に敏感なた
めに、電極に触れて動かしてしまい、測定に失敗してデータが使用できないことも多い。
本実施形態の測定装置１００によれば、経時測定が自動でできるために、待機が必要なく
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なり、体力的な負担が少ない。また、測定のたびに装置に触れる必要がないために、電極
を動かすことなく適切な測定値が得られる。
【００２４】
測定用電極１としては、特に限定されるものではないが、例えば、白金電極等を用いる
ことができる。また、参照用電極２としては、特に限定されるものではないが、例えば、
銀・塩化銀内極式の電極等を用いることができる。
【００２５】
測定部１０は、図１に示すように、接続端子３、制御部４、操作部７および表示部８を
備え、制御部４は演算部５および記録部６を有する構成である。測定部１０は、測定用電
極１と参照用電極２との間の電位差を時間間隔をあけて複数回測定し、記録するようにな
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っている。
【００２６】
具体的には、スイッチ１１がＯＮのときに、接続端子３が測定した電位差に基づいて測
定用電極１と参照用電極２との間の電位差を演算部５が算出する。演算部５が求めた値は
記録部６に送られて記録される。また、測定部１０には操作部７が具備されており、使用
者による操作を受け付けて、例えば、測定時間または測定回数など種々の設定を行なうこ
とができるようになっている。また、表示部８は、例えば、電位差の測定結果および使用
者が設定する際の各種項目などを表示する。測定部１０としては、特に限定されるもので
はなく、例えば、市販の電圧ロガー等を用いることができる。
【００２７】
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測定用電極１と参照用電極２との間の電位差の算出方法としては、例えば、接続端子３
の計測負極１４と計測正極１６との間で測定された電位に基づいて算出する方法が挙げら
れる。接続端子３に含まれる制御正極１５と制御負極１７とはスイッチ１１のＯＮ／ＯＦ
Ｆを制御しており、制御正極１５と制御負極１７とが接続するとスイッチ１１がＯＮにな
って計測負極１４と計測正極１６との間がつながり、通電する。このとき、計測負極１４
と計測正極１６との間に生じる電位差に対して、計測負極１４と計測正極１６との間の抵
抗値に対する回路全体の抵抗値の比を乗じることにより、測定用電極１と参照用電極２と
の間の電位差が算出される。この値は土壌の酸化還元電位の理論値とみなされる。
【００２８】
スイッチ１１は、測定用電極１と参照用電極２との間に電流を流したり遮断したりする
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ようになっている。具体的に、スイッチ１１は、１回の測定時間が各測定間隔の１／１０
００よりも短くなるように測定用電極１と参照用電極２との間を接続し、１回の測定が終
了する毎に次の測定開始まで測定用電極１と参照用電極２との間に流れる電流を遮断する
。
【００２９】
本明細書においてスイッチ１１による「遮断」では、物理的に回路を切断して電流の流
れを遮断することが望ましい。よって、ＦＥＴ（Field Effect Transistor）などの半導
体素子によるスイッチの切り替えによって電流の流れを遮断するものではない方が望まし
い。そのようなスイッチ１１としては、回路を物理的に遮断できる限り特に限定されるも
のではなく、例えば、電磁リレー、電動式ロータリスイッチ等を用いることができる。
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【００３０】
抵抗１２は、測定用電極１と参照用電極２との間に流れる電流を低減するようになって
いる。抵抗１２としては、特に限定されるものではなく、一般的な抵抗器を用いることが
できる。抵抗１２としては、１０Ｍオーム以上であればよく、２０Ｍオーム以上、２００
Ｍオーム以下であることがより好ましく、５０Ｍオーム以上、１５０Ｍオーム以下である
ことがさらに好ましい。抵抗１２の値がこの範囲であれば、大きな電位消耗が起きず、土
壌の酸化還元電位をより正確に経時測定することができる。
【００３１】
なお、本発明に係る測定装置は、図１に示す測定装置１００の回路構成に限定されるも
のではない。すなわち、本発明に係る測定装置では、測定時以外に電極間に流れる電流を
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遮断できる位置にスイッチが配され、測定時の電流をより少なくするように抵抗が配され
ている限り、スイッチおよび抵抗の位置は特に限定されるものではない。また、制御正極
１５、制御負極１７、計測負極１４および計測正極１６に対する回路の接続配置も図１に
示すものに限定されない。すなわち、制御正極１５および制御負極１７がスイッチのＯＮ
／ＯＦＦを制御可能であり、計測負極１４および計測正極１６がこれらの間に生じる電位
差に基づいて土壌の酸化還元電位を求めることが可能な配置である限り、接続の順番、正
負の向き等、種々の変更が可能である。
【００３２】
〔土壌の酸化還元電位の測定方法〕
本発明に係る土壌の酸化還元電位を測定する測定方法（以下、単に「本発明の測定方法
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」という）は、測定ステップを含めばよい。
【００３３】
測定ステップとは、測定用電極と参照用電極との間の電位差を時間間隔をあけて複数回
測定し、記録するステップである。つまり、測定ステップでは、自動的に経時測定を行な
っている。ここでいう時間間隔とは、測定開始時から次の測定開始時までの時間であり、
特に限定されるものではないが、例えば、５分以上であることがより好ましく、１時間以
上であることがさらに好ましい。測定間隔がこの範囲であれば、大きな電位消耗が起きず
、還元が進みにくい（すなわち、起電力が弱い）土壌においても、酸化還元電位をより正
確に経時測定することができる。なお、測定ステップにおいて測定する回数は特に限定さ
れるものではなく、目的および装置の性能に応じて適宜設定すればよい。
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【００３４】
また、測定ステップでは、１回の測定時間が各測定間隔の１／１０００よりも短くなる
ように測定用電極と参照用電極との間を接続し、１回の測定が終了する毎に次の測定開始
まで上記測定用電極と上記参照用電極との間を遮断すればよい。これにより、大きな電位
消耗を防ぎ、土壌の酸化還元電位を自動で経時測定することができる。
【００３５】
本発明の測定方法では、測定時間が短時間である。１回の測定時間としては、各測定間
隔よりも短い、すなわち測定していない時間があればよいが、１秒以内であることがより
好ましい。言い換えると、スイッチ１１の接続時間は１秒以内であることがより好ましく
、０．５秒以内であることがさらに好ましい。測定時間がこの範囲であれば、電位消耗量
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を好適に低減させることができる。
【００３６】
土壌の酸化還元電位の測定では、従来、値が安定化するまで測定していた。しかし、土
壌のような不均一系はそもそも電位が安定しておらず、そのような状況で均一系のように
安定化するまで測定するよりも、起電力を消耗させないことが重要である。また、本発明
の測定方法では自動経時測定が可能であるために長期的な推移傾向として捉えることがで
きる。よって、個々の瞬間の測定における精度が低かったり、また、測定に失敗したりす
る問題が生じたとしても、前後の時間に測定した値から推定できるため問題にならない。
【００３７】
なお、本発明の測定方法は、上述の測定装置１００を用いることにより、好適に酸化還
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元電位を測定することができる。つまり、測定装置１００は、スイッチ１１を備えること
により、１回の測定ごとに回路を物理的に遮断して電極間に常に電流が流れないようにし
ている。また、スイッチ１１は回路が接続されるタイミング、すなわち電極間に電流が流
れるタイミングを極めて短時間に設定可能である。さらに、測定装置１００は抵抗１２を
備えているため、測定中に電極間に流れる電流を少なくしている。よって、測定装置１０
０では電位消耗をほとんど生じない。このような構成の測定装置１００を用いて酸化還元
電位を測定することにより、経時測定を問題なく行なうことができる。
【実施例】
【００３８】
〔酸化還元電位測定装置の製造例１〕
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土壌の酸化還元電位を測定するために、図２に示す装置を作製した。図２は、本実施例
において作製した測定装置２００の構成を示す図である。まず、測定用電極２１として市
販の白金電極（ＥＰ−２０１型、藤原製作所製）、参照用電極２２として比較電極（イオ
ン電極用比較電極

ＲＥＦ４４００−０．６５Ｃ型、ＴＯＡ−ＤＫＫ製）、および測定部

２０としてロガー（ＬＲ５０４１、インピーダンス約４ＭΩ、日置電機製：測定手段）を
用意した。これらを上述の図１に示す測定装置１００のように、リレー２７（３Ｖ小型リ
レー、ＨＳＩＮ
抵抗１／４Ｗ

ＤＡ
５％

Ｙ１４Ｈ−１Ｃ−３ＤＳ：スイッチ）および抵抗２８（カーボン
１０ＭΩ×１０本）と接続して、測定装置２００を作製した。

【００３９】
製造例１の測定部２０は、１回ごとの測定間隔を６０分に設定することが可能である。
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測定部２０には、測定前後の約０．５秒間と測定時の約０．５秒間（すなわち、合計約１
秒間のみ通電するように設定できる制御正極２４および制御負極２６がある。また、測定
部２０には計測負極２３および計測正極２５があり、制御正極２４と制御負極２６が接続
すると、約３Ｖ（単４電池２個を直列）の電圧によってリレー２７の電磁石が働き、計測
正極２５と計測負極２３とがつながる。このとき、計測正極２５と計測負極２３との間の
電位差を測定することにより、土壌の酸化還元電位を測定できる。
【００４０】
測定装置２００では、計測正極２５と計測負極２３との間に１００ＭΩの抵抗を配置し
、計測正極２５と計測負極２３との間がつながったときにもできるだけ電流が流れないよ
うにした。なお、使用した測定部２０のインピーダンスが約４ＭΩであるため、計測正極
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２５と計測負極２３とをつなぐ回路における抵抗の合計は約１００ＭΩ（抵抗）＋約４Ｍ
Ω（ロガー）＝約１０４ＭΩである。よって、以下の式（１）に示すように、測定部２０
の計測正極２５および計測負極２３によって測定される電位差を約２６倍（１０４ＭΩ／
４ＭΩ）にして測定用電極２１と参照用電極２２との間の電位差の理論値を算出した。
【００４１】
理論値＝測定値×１０４÷４
＝測定値×２６

・・・（１）

〔実施例１：湛水土壌に生じる起電力の測定〕
乾土１００ｇに相当する量の水田湿潤土壌（福岡県筑後市の水田にて採取、湿潤の状態
で冷蔵保管）を直径約７ｃｍの円筒形容器に採取した。この容器に、１５０ｍＬの水溶液
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（乾土１００ｋｇ／ｍ２換算で０．１ｍｏｌＫ／ｍ２となるように塩化カリウムを溶解）
を、土壌が分散しないように添加した。容器にフタをして室温で１時間ほど振盪した後、
４℃で２日間静置した。作製した湛水土壌は、土層が約３．５ｃｍ、土壌表面上の水層が
約１ｃｍであった。
【００４２】
この容器の土層に、製造例１にて作製した測定装置２００の測定用電極２１と参照用電
極２２とを底まで挿し込み、動かないように容器に固定した。そして、３０℃の恒温器内
に静置し、測定装置２００で測定用電極２１と参照用電極２２との電位差を６０分間隔で
自動測定した。これと並行して、土壌用Ｅｈメーター（ＥＨＳ−１２０型、藤原製作所製
）を用いて、任意の間隔で手動により白金電極と比較電極との電位差を測定した。その結
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果を図３に示す。
【００４３】
図３は、電位差の自動測定値と手動測定値とを比較したグラフである。図３に示すよう
に、製造例１において作製した測定装置２００によって参照用電極２２に対する測定用電
極２１の電位を測定し、抵抗の比（２６倍）で補正した自動測定値（図３中、「Ｂ」で示
す実線）は、６日間で約０．１Ｖから約−０．３Ｖまで低下した。この自動測定値は、任
意の間隔で土壌用Ｅｈメーターにより測定した手動測定値（図３中、「Ａ」で示す丸）と
ほぼ一致した。
【００４４】
なお、経過日数が０．６日の手動測定後の自動測定値が一時低下し、４．０日および４
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．６日の手動測定後の自動測定値が一時上昇したが、これらは自動測定の直前に手動測定
を行なったことが原因と考えられる。つまり、手動測定により土壌の起電力が消耗し（す
なわち、電位差が０に近づいた）、土壌の起電力が回復されないまま自動測定を行なった
ためと推測される。このことから、製造例１で作製した測定装置２００は市販の測定器を
用いて手動で測定したときよりも土壌の起電力に影響を与えないため、経時測定に適して
いる。
【００４５】
〔実施例２：リレーの必要性〕
実施例２では、製造例１で作製した測定装置２００に具備されるリレー２７の必要性を
検討した。検討のため、測定の途中でリレー２７を短絡して、土壌の起電力の消耗を調べ
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た。
【００４６】
リレー２７の短絡処理前後の起電力を把握するため、１台の測定装置２００（Ａ）を用
いて参照用電極２２に対する測定用電極２１の電位差を測定し続け、さらにこれら測定用
電極２１および参照用電極２２に別の測定装置２００（Ｂ）（すなわち、測定用電極２１
および参照用電極２２は（Ａ）の測定装置２００のものを利用）を接続するように設計し
て、測定の途中で短絡処理を行なった。また、処理の影響を顕著に示すため、土壌の起電
力が回復しにくいように、２台の測定装置２００（ＡおよびＢ）の測定間隔を実施例１の
６０分よりも短い５分にして測定した。
【００４７】
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リレー２７の必要性を検討するため、測定装置２００（Ｂ）を、リレー２７が機能して
いる状態からリレー２７がない状態（リレー２７の前後を電線により直結、すなわち、「
短絡」）に変えて、測定装置２００（Ａ）によって土壌の起電力への影響を調べた。その
結果を図４に示す。図４は、リレー２７を短絡させたときの影響を示すグラフである。
【００４８】
図４に示すように、測定装置２００（Ｂ）のリレー２７を短絡すると０．１Ｖ以上も電
位差が消耗し（図４中、日数「０．０」の時点で短絡）、平衡状態に達した。よって、経
時測定にはリレー２７が必要であることは明らかである。
【００４９】
〔実施例３：半導体素子によるスイッチの検討〕
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実施例３では、測定装置２００の物理的に回路を遮断するリレー２７から半導体素子に
よるスイッチであるＦＥＴ（Field Effect Transistor）に変えたときの電位差の変化を
調べた。ＦＥＴとしては、測定に用いる電圧ロガー（ＬＲ５０４１、日置電気製）の制御
正極と制御負極との間に存在するものと利用した。具体的には、計測負極２３−制御負極
２６−（ＦＥＴ）−制御正極２４−参照用電極２２−（土壌）−測定用電極２１−１００
ＭΩの抵抗２８−計測正極２５の順で接続した。その結果を図５に示す。図５は、リレー
２７をＦＥＴに切り替えたときの影響を比較したグラフである。
【００５０】
図５に示すように、リレー２７をＦＥＴに切り替えると（図５中、日数「０．０」の時
点）、０．００２Ｖ程度とわずかに電位差が消耗した。このように、わずかではあるが電
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位差の消耗がみられたことから、経時測定にＦＥＴを使用しない方がよいと結論づけた。
また、ＦＥＴは電流の方向に影響を受ける可能性がある。そのため、土壌の起電力の測定
では電位差の正負が変わる（例えば、図３のグラフでは約２．５日目に正から負に変化）
ことからも、ＦＥＴを使用しない方がよいと考えられる。
【００５１】
〔実施例４：測定装置２００が土壌の電位差に与える影響〕
実施例４では、測定装置２００が土壌の電位差に与える影響を検討した。この検討は、
測定装置２００（Ａ）にもう１台の測定装置２００（Ｂ）を接続したときの土壌の起電力
への影響を、測定装置２００（Ａ）により測定して調べた。図６は、測定装置２００を新
20

たに接続したときの影響を示すグラフである。
【００５２】
図６に示すように、２台目の測定装置２００（Ｂ）を接続しても（図６中、日数「０．
０」の時点）土壌の起電力にまったく影響しないという結果が得られた。この結果から、
測定装置２００を用いれば、電位差の経時測定を好適に行なうことができることが確認さ
れた。
【００５３】
〔実施例５：抵抗の必要性〕
実施例５では、抵抗の必要性を検討した。そのため、上述のように２台の測定装置２０
０を接続した状態において、測定の途中で測定装置２００（Ｂ）を抵抗２８（１００ＭΩ
）のある状態からない状態にして（具体的には、抵抗２８の前後を電線で直結して短絡）
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、測定装置２００（Ａ）で測定することにより土壌の起電力への影響を調べた。図７は、
抵抗を短絡したときの影響を示すグラフである。
【００５４】
図７に示すように、１００ＭΩの抵抗２８を短絡すると（図７中、日数「０．０」の時
点）、０．０１Ｖ以上も電位差が消耗した。この結果から、経時測定には１００ＭΩ程度
の抵抗が必要であることがわかった。
【００５５】
〔酸化還元電位測定装置の製造例２〕
製造例１において作製した測定装置２００と測定部および抵抗のみが異なる測定装置３
００を作製した。図８は、製造例２において作製した測定装置３００の構成を示す図であ

40

る。測定部３０としては、電圧ロガー（３６４５、インピーダンス０．４６ＭΩ、日置電
機製）を使用し、抵抗３８は５０ＭΩ（カーボン抵抗１／４Ｗ

５％

１０ＭΩ×５本）

にした。なお、測定時間および測定間隔は製造例１の測定装置２００と同じ設定にした。
【００５６】
〔実施例６：水田湛水土壌の酸化還元電位の測定〕
製造例２にて作製した測定装置３００を用いて、実際の水田土壌の酸化還元電位を測定
した。図９は、水稲種子を水田に播種した後の酸化還元電位の推移を示すグラフである。
比較電極（イオン電極用比較電極

ＲＥＦ４４００−０．６５Ｃ型、ＴＯＡ−ＤＫＫ製）

を用いて測定する場合、製造例１の測定装置で得られた電位差に０．２０６Ｖを足せば、
標準水素電極との電位差である酸化還元電位の値が求められる。
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【００５７】
水田に水稲種子を播種した時点から、土壌のみ（すなわち、種子近傍でない）、および
種子近傍の土壌の酸化還元電位を測定した。理論値は以下の式（２）により求めた。
【００５８】
理論値＝測定値×５０．４６÷０．４６
＝測定値×１０９．７

・・・（２）

その結果、図９に示すように、酸化還元電位の推移を把握することができた。起電力の
消耗があれば、酸化還元電位が０．２０６Ｖ（実際に計測した電位が０．０００Ｖのとき
に対応。用いた電極と標準水素電極との補正電位差０．２０６Ｖを足した値。）に収束す
る傾向が現れ、０．２０６Ｖを境に傾きが変わるはずであるが（０．２０６Ｖ以上ではよ
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り負に傾き、０．２０６Ｖ以下ではより正に傾くはず。）、そのような傾向はみられなか
った。よって、使用する抵抗の値は５０ＭΩ程度であっても、起電力の消耗は顕在化せず
、問題がないことが確認できた。
【００５９】
〔実施例７：畑土壌の酸化還元電位の測定〕
製造例２にて作製した測定装置３００を用いて、実施例６と同様に、実際の畑土壌の酸
化還元電位を測定した。図１０は、大麦畑の土壌の酸化還元電位の推移を示すグラフであ
る。春の雨によって土壌が還元する様子を把握するため、２月上旬から４月下旬までの土
壌の酸化還元電位を計測した。理論値は実施例６と同様に式（２）により求めた。
20

【００６０】
その結果、図１０に示すように、酸化還元電位の推移（図１０中、「Ｅ」で示す折れ線
）を把握することができた。参考のため、図１０に日降雨量を合わせて示した（図１０の
上部に示す棒グラフ）。降雨のあとに酸化還元電位が低下する様子を把握でき、降雨が土
壌還元を進行させることが示唆された。以上から、畑土壌の酸化還元電位を把握するため
にも有用であることが示された。
【００６１】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
本発明は、湿潤土壌の酸化還元電位の測定に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００６３】
１

測定用電極

２

参照用電極

１０

測定部（測定手段）

１１

スイッチ

１２

抵抗
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【図４】

【図５】
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