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Ⅰ. インベントリ土壌調査 －準備編－ 

 

1. 調査の準備 

1) 事前情報の準備 

調査地は、森林生態系多様性基礎調査（平成 21 年度までは森林資源モニタリング調査とし

て実施）の特定調査プロット（格子点 ID の末尾が 0 または 5 の調査地点）のうち、林野庁

から指定された箇所である。調査地について次の点を確認すること。 

 

（1） 調査地の森林生態系多様性基礎調査格子点 ID 

（2） 調査地の概況 

 森林生態系多様性基礎調査や森林資源モニタリング調査の野帳や報告書で確認する。 

（参考） 

・森林生態系多様性基礎調査の場合 

 「様式１−１ 調査プロット到達経路情報」 

 「様式１−２ 調査プロット到達経路情報（地図）」 

 「様式２−１ 調査プロット情報」 

 「様式２−２ 調査プロット情報（見取り図）」 

 「様式３−２ 立木調査総括表」 

・森林資源モニタリング調査の場合 

 「様式ⅠＡ 調査プロット到達経路図、付属詳細図」 

 「様式ⅠＢ 調査プロット到達経路図付属書」 

 「様式ⅡＡ 調査プロット情報Ⅰ」 

 「様式ⅡＢ 調査プロット情報Ⅱ」 

 「様式Ⅲ 林分位置見取り図」 

（3） 土地所有者、森林所有者等地権者 

（4） 法的規制の有無 

 

2) 法的手続き、許可の取得 

（1） 民有林については土地所有者､森林所有者、森林管理者等から土壌調査の許可を得る。 

（2） 国有林については入林許可を得る。 

（3） 法的規制について､必要な許可を関係各機関から取得する（届出の場合もあり）。 

 保安林や国立公園など法的な規制がある調査地は、それぞれの管轄省庁、部局の指示

に従って調査を実施すること。その際に作業工程等の写真の提出が求められたときには、

本調査内容に加えて、必要に応じて写真を撮影すること。ただし、その写真については

指導取りまとめ機関に提出する義務はない。 
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2．インベントリ土壌調査のカテゴリと調査概要 

調査は「カテゴリ A」と「カテゴリ B」２つのレベルに分かれる。「カテゴリ A」では、標

準的な調査である枯死木、堆積有機物および 30cm 深までの土壌炭素蓄積量を調べる。「カテ

ゴリ B」では、枯死木のみを調べる。 

1) カテゴリ A の調査概要 

 (1) 調査地概況調査 

調査地に到達したら、まず、森林生態系多様性基礎調査の杭の存在を確認し、調査地の概

況を記載するとともに、写真撮影を行う。 

 (2) 枯死木調査 

林床の倒木、根株と立枯木（直径 5cm 以上）の大きさを大円の南北および東西の直径に沿

って計測する。 

 (3) 堆積有機物量調査 

大円内の 4 地点において、林床に堆積している有機物の厚さを計測し、試料を採取する。

調査面積は 0.25m2（0.5×0.5m）。 

 (4) 土壌炭素蓄積量調査 

堆積有機物量調査を実施した 4 地点において、地表から 40cm 深までの土壌断面記載と写

真撮影を行い、30cm 深までの化学分析用の土壌試料と、定積細土重測定用の定体積試料を 3

深度で採取する。 

  

2) カテゴリ B の調査概要 

カテゴリ A の調査項目のうち、(1) 調査地概況調査と(2) 枯死木調査のみ実施する。 

3) 調査人員 

カテゴリ A では、調査者は土壌調査経験者が望ましい。１チーム 3 人以上で調査を実施す

ること。経験者が尐なければ、１チーム 4 人以上で調査を実施することを推奨する。 

カテゴリ B では、１チーム 2 人でも調査可能であるが、安全確保を考慮して 3 人以上で実

施することを推奨する。 
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3．調査前日までの準備作業 

1) 調査地の事前確認 

調査地は森林生態系多様性基礎調査の特定調査プロット（格子点 ID の末尾が 0 または 5

の調査地点）に設定されている。カテゴリ A の調査は末尾 0、カテゴリ B の調査は末尾 5 の

プロットで行う。事前に現場の位置を確認しておくこと。なお、森林生態系多様性基礎調査

における様式 1-1「調査プロット到達経路情報」には調査地の緯度経度や調査プロットの基

本情報が、様式 1-2「調査プロット到達経路情報（地図）」には調査地への経路図が、様式 2-1

「調査プロット情報」には地況や林分に関する情報が、様式 2-2「調査プロット情報（見取

り図）」には調査プロットの見取り図が、様式 3-2「立木調査総括表」には林分構成や施業履

歴が記載されている。 

2) 調査用具の確認（カテゴリ A、B 共通） 

(1) 調査班共通 

a. 調査位置の選定・枯死木調査用 

調査野帳一式、調査定点位置図、森林生態系多様性基礎調査（森林資源モニタリング調査）

野帳のコピー、林相写真撮影用の東西南北のボード各 1 枚（A4 の厚紙に太さ 1cm 程度で大

きく書く）、簡易 GPS、50m 巻き尺 2 本、2m ポール 2 本、輪尺または直径巻尺、傾斜計（ク

リノメータ）、仮設杭 4 本、ポリエチレン紐（1 巻）（ブルーシート固定など） 

（枯死木調査の水平距離測定には、レーザー距離計や超音波距離計を使用することを推奨） 

(2) 調査員個人ごと 

a. 根株写真撮影用  

デジタルカメラ(300 万画素以上、ストロボ撮影可能なもの)、基準尺（指導取りまとめ業務受

託者が提供し、根株の写真に撮し込む）、番号札（根株の写真に撮し込む） 

3) 調査用具の確認（カテゴリ A のみ） 

(1) 調査班共通 

a. 土壌炭素蓄積量調査用（２セット以上） 

唐ぐわ、剣先スコップ（写真 A 1ａ、p.A-11）、ブルーシート（1.8m×1.8m 程度） 

b. 試料採取用（４セット） 

肉厚ポリ袋大（尐なくとも厚さ 0.04mm、できれば 0.08mm 以上、50×70cm 程度、３枚、

（p.A-11、写真 A 1ｂ）（石やれきで破れやすいので、必ず肉厚のポリ袋を使う。ポリ袋を 2

種類用意するのが煩雑な場合には、ポリ袋中～大に統一しても良い） 

肉厚ポリ袋中～大（0.08mm 以上、30×40cm 程度、５枚以上、セイニチ社ユニパック K-8

など、大サイズでも可） 

肉厚ポリ袋中（0.08mm 以上、25×35cm 程度、５枚以上、セイニチ社ユニパック J-8 な

ど） 

油性ペン（太字・黒） 

(2) 調査員個人ごと 

a. 調査位置の方位と傾斜  

方位磁石（方位磁針）・傾斜計（クリノメータ） 

b. 堆積有機物量調査および土壌断面作成 

折尺（3 本、うち 1 本は 10cm 間隔に赤白ペンキで色分けした断面写真用（写真 A 1ｃ、

p.A-11）、残り 2 本は堆積有機物調査採取枞 50cm×50cm に利用）、剪定鋏、土壌断面整形用



 C-7 

コテ（注1）、竹串（焼き鳥用の長さ 1 包） 

c. 土壌断面記載 

調査野帳、標準土色帖、調査マニュアル、下敷き用ボード、筆記用具、デジタルカメラ（300

万画素以上）、写真撮影ボード、折りたたみ傘または小シート（撮影時の日よけ） 

写真撮影用ボードは市販のものは 60cm×45cm 程度と大きいので携行に不便である。A5

ないしは B5 程度のものがあればそれを使用するのが望ましい。調査箇所４カ所ごとに必要

事項を記入済みの様式を事前にすべて印刷し、準備する方法もよい。エラー! 参照元が見つ

かりません。（p.A-8）に示したような様式を紙に打ちだし、それをラミネート加工（たとえ

ばパウチ）して、現場で表面に太字水性ペン（黒）で記入するのも一つの手段であるが、ス

トロボをたくと反射し読みにくいことがある。 

d. 試料採取 

採土円筒（400 mL）１個、油性ペン（太字・黒）、ビニールテープ、雑巾（数枚）、ペティ

ナイフ（果物包丁）（刃渡り 15cm 程度）、出刃包丁（刃渡り 15cm 程度）、 

e. その他あると便利なもの（p.A-11、写真 A 1） 

a) ハケ 

落葉を集めたり礫表面に付着した土壌を分離するために使用する。幅 10cm 程度。ナイロ

ンなど化学繊維のハケ（小さなちりとりが付いた形で販売されていることがある）。動物の毛

のハケは分析結果に影響を及ぼす可能性があるので使用しない。 

b) バット 

採取する層位の下端にあてて掘り出す土壌を受ける時に使用する。表層 0～5cm の土壌試

料の採取にあたっては、一時的に試料をのせておき、攪拌する際にも使用できる。40cm×

30cm 程度。また、礫が多く定体積試料を直方体のブロック状で採取する時にも補助的に使

用できる。材質は問わないが、アルミ製のものが丈夫かつ軽量で使いやすい。使用に際して

は、付着した土壌を毎回雑巾などでぬぐい去ること。 

f. 調査用具の確認 

調査用具チェックシート（p.A-12 に掲載）を用いて、調査用具を確認すること 

4) 用具の購入 

参考までに p.A-13 によく使用される製品を示す（表 A 1）。ただし、ここに示したもの以

外でも使用可能である。 

 

 

 

  

                                                   

注1 土壌断面整形用コテは、移植ごてのように土をすくう部分が折曲がっていたり、弧を描いて

いたりするものとは異なり、平らになっているものである（写真 A 1）。専用のものを用いると、

格段に作業効率が向上するので便利である。代替品としては、ホームセンターなどで販売してい

るスクレイパー（剥がしへら）や左官用のコテがあるが、その際にはなるべく肉厚のものが良い。 
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 地点名 

 

 

 

 

 

 作業名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A 1 写真撮影ボードの例 
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5) ポリ袋の準備 

調査当日の作業時間を短縮するために、採取する可能性が高い試料について、あらかじめ

ポリ袋に日付、格子点 ID＋位置記号、試料名を記入しておく。 

 

 (1) 堆積有機物試料用 

ポリ袋大に太字油性ペン（黒）で表裏の 2 箇所に、調査年月日（2011 年 6 月 29 日であれ

ば、20110629 と 8 桁の数字で記述する）、格子点 ID＋位置記号（たとえば 080290W）、試

料名 “T”（落枝など）または“L”（新鮮な植物遺体）または“F”（分解が進んだ植物遺体）

をそれぞれ改行して記入する（図 A 2）。 

一つの断面あたり、ポリ袋大の“T”、“L”、“F”が準備されることになる。これを N､E､S､

W の４か所の調査位置分について準備する。調査箇所によって、T、L、F の一部あるいはす

べてが存在しないこともある。 

 

 (2) 定体積試料用 

円筒試料を移し替えるためのポリ袋として、ポリ袋中（ないしは中～大）を用いる。ポリ

袋にはあらかじめ太字油性ペン（黒）で表裏の 2 箇所に、調査年月日、格子点 ID＋位置記号、

試料を採取した深度（0～5cm、5～15cm、15～30cm）、定体積試料であることを示す“V”

をそれぞれ改行して記入しておくこと（図 A 3）。これを N､E､S､W の４か所の調査位置分に

ついて準備する。 

 

 (3) 化学分析用土壌試料用 

表層土壌については、0～5cm、5～15cm、15～30cm の 3 深度の土壌を採取する。このう

ち、0～5cm はポリ袋大に、5～15cm、15～30cm はポリ袋中（ないしは大）に採取する。各

ポリ袋にはあらかじめ太字油性ペン（黒）で表裏の 2 箇所に、調査年月日（2011 年 6 月 29

日であれば、20110629と8桁の数字で記述する）、格子点 ID＋位置記号（たとえば080290W）、

試料名（試料を採取した深度、たとえば 0～5cm）をそれぞれ改行して記入しておくこと（図

A 4）。同様に、ポリ袋中（ないしは大）に 5～15cm および 15～30cm の深度の分を記入して

おくこと（図 A 4）。これを N､E､S､W の４か所の調査位置分について準備する。 
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調査年月日    → 

格子点 ID＋調査位置記号    → 

試料名（T, L, F, H）    → 

 

 

 

 

 

 

２０１１０６２９ 

０８０２９０W 

L 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

図 A 2 ポリ袋への記入例（堆積有機物試料用） 

輸送中こすれて消えることがあるので、裏表 2 カ所に記載する 

 

 

 

 

 

 

調査年月日    → 

格子点 ID＋調査位置記号    → 

試料名（土壌採取深度）    → 

定体積試料であることを示す“V”   → 

 

 

 

 

 

２０１１０６２９ 

０８０２９０W 

５～１５ｃｍ 

V 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

図 A 3 ポリ袋への記入例（定体積試料用） 

輸送中こすれて消えることがあるので、裏表 2 カ所に記載する 

 

 

 

 

 

 

 

調査年月日    → 

格子点 ID＋調査位置記号    → 

試料名（土壌採取深度）    → 

 

 

 

 

 

 

２０１１０６２９ 

０８０２９０W 

５～１５ｃｍ 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

図 A 4 ポリ袋への記入例（化学分析用土壌試料用） 

輸送中こすれて消えることがあるので、裏表 2 カ所に記載する  
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写真 A 1 土壌調査用具類の写真 

 

a）唐ぐわと剣先スコップ 

 

b）ポリ袋中～大、ポリ袋中 

 

ｃ）折尺（10cm 間隔に色分けしたもの

と普通のもの） 

 

ｄ）あると便利なもの 

 

ｅ）土壌断面成型用コテ（下）とスク

レーパー 
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6) 調査用具チェックシート 

 

(1) カテゴリ A、B 共通（調査班共通） 

a. 調査位置の選定・枯死木調査 

□ 調査野帳一式  □ 調査定点位置図 □ 東西南北 A4 厚紙ボード 

□ 簡易 GPS  □ 50m 巻き尺 2 本 □ 2m ポール 2 本  

□ 距離計（使用する場合）   □ 傾斜計（クリノメータ） 

□ 輪尺（5mm 括約）または直径巻尺   

□ 仮設杭 4 本 

 

(2) カテゴリ A、B 共通（調査員個人ごと） 

a. 調査位置の選定・枯死木調査 

□ デジタルカメラ(300 万画素以上、ストロボ撮影可能なもの) 

□ 基準尺  □ 番号札 

 

(3) カテゴリ A のみ（調査班共通） 

a. 土壌炭素蓄積量調査用断面作成 ２セット以上 

□ 唐ぐわ        □ 剣先スコップ 

□ ブルーシート（1.8m×1.8m 程度）    □ ポリエチレン紐（1 巻） 

b. 試料採取 東西南北４セット 

□ 堆積有機物用 肉厚ポリ袋大（50×70cm 程度） ３枚 

□ 化学分析用 0～5cm 肉厚ポリ袋大  １枚 

□ 化学分析用 肉厚ポリ袋中（～大） ２枚 

□ 定体積試料用 肉厚ポリ袋中（～大） ３枚 

□ 予備用袋 肉厚ポリ袋中（～大） ４枚 

 

(4) カテゴリ A のみ（調査員個人ごと） 

a. 調査位置の選定 

□ 方位磁石・傾斜計（クリノメータ） 

b. 土壌断面作成 

□ 折尺（3 本、うち 1 本は 10cm 間隔に色分けする）  □ 剪定鋏  

□ 土壌断面整形用コテ     □ 焼き鳥用竹串（1包） 

c. 断面記載 

□ 調査野帳    □ 標準土色帖  

□ 調査マニュアル   □ 下敷き用ボード 

□ デジタルカメラ（300 万画素以上） □ 折りたたみ傘 

□ 写真撮影ボード   □ 筆記用具  

d. 試料採取 

□ 土壌採取用円筒（400 mL）１個  □ 油性ペン（太字・黒） 

□ ぞうきん（数枚）   □ バット 

□ ペティナイフ（刃渡り 15cm 程度） □ 出刃包丁（刃渡り 15cm 程度） 

□ ビニールテープ 
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表 A 1 調査用具の形式など 

品名 メーカ、仕様、価格など 

輪尺 通常の毎木調査用（ただし 5mm 括約で使用） 

唐ぐわ くさびを点検、予備も携行 

剣先スコップ 先をグラインダーで研ぐと根の切断にも便利 

ブルーシート 1.8m×1.8m 土壌炭素蓄積調査用 2 枚以上 

肉厚ポリ袋大（50×70cm 程

度） 

0.04mm 以上、0.08mm を推奨 

肉厚（0.08mm）ポリ袋中～大 

30×40cm 程度 

セイニチ社ユニパック K-8（チャック付きでヒモが不要）など 

肉厚（0.08mm）ポリ袋中（25

×35cm 程度） 

ポリ袋中～大に統一しても構わない。セイニチ社ユニパック

J-8 など 

ポリエチレン紐（1 巻） シートの固定やポリ袋を縛るため 

方位磁石・傾斜計（クリノメ

ータ） 

クリノメータ（東西の方位の読み方に注意） 

折尺（3 本、うち 1 本は 10cm

間隔に色分けする） 

通常の黄色の木製折尺を利用し、ペンキやマジックで 10cm 毎

に着色 

剪定鋏 通常の園芸用片刃 

土壌断面整形用コテ 

3 方刃が付いた平ごてを推奨 

1) 株式会社藤原製作所、土壌採取コテ（山谷式）、28,000 円

または 

2) 西山商会(高知）、土壌調査鉈（どじょうちょうさなた）品

番：No.7322、7,800 円（ケース付き）、片刃、注文により３

方に刃を付けられる。 

ペティナイフ（刃渡り 15cm 程

度） 

薄刃の果物ナイフ 粘土質の土壌に良好 

出刃包丁（刃渡り 15cm 程度） 出刃包丁 根の多いところに良好 

焼き鳥用竹串（1 包） 採取位置の確認のため土壌に刺す。バーベキュー用は長すぎる 

土壌採取用円筒（400 mL）１

個 

1) 大起理化工業株式会社、芝本式土壌採取用円筒（DIK-1502）、

19,800 円 または  

2) 株式会社藤原製作所、土壌採取円筒（芝本式）、19,800 円 

バット 土壌を採取するときの補助にあると便利。ある程度大きい方が

使いやすいが、持ち運びに難。 

例えば、アズワン・研究用総合機器カタログ 2011、 

アルミバット 1 号 309×373×43mm、1250 円 

（安価なプラスチックでも可だが、アルミは軽量で丈夫） 

仮設杭 4 本 東西南北の杭がない場合の仮設用、長さ 50cm 程度 

堆積有機物採取用 50cm 枞 水道管塩ビパイプや針金番線などで組み立て式を自作すると

便利 

なおカタログの価格は 2011 年時のもの 



 C-14 

Ⅱ．インベントリ土壌調査 －実施編－ 

1．調査地概況調査の進め方 

1) 中心杭・外周杭の確認 

調査プロットに到達したら、まず、森林生態系多様性基礎調査（森林資源モニタリング調

査）の中心杭を確認する。GPS を利用した場合、様式 A1 の調査地の属性情報欄に中心点の

座標（測地系、緯度、経度）を記録する。次いで、大円プロットの東西南北 4 方位の外周杭

を確認する（図 A 5）。森林生態系多様性基礎調査に先だって本調査を実施する場合には、抗

が欠けていることがある。その際は、作業用に規定の場所に仮抗を設け、調査する。調査後、

仮抗は撤去する。極まれに調査プロットが正方形の場合があるので注意すること（図 A 6）。 

なお、本調査を開始する前に森林生態系多様性基礎調査を実施する者と調査時期等につい

て打ち合わせをすると良い。 

2) 植生（林種）調査 

大円プロット内の植生（林種）の概況を調査し、様式 A2 の調査プロット見取り図に、そ

れぞれの植生（林種）の境界線と種類を記入する。 

3) 地形概況調査 

大円プロット内に特徴的な地形、たとえば、山頂、尾根筋、谷筋、水流、崖、巨大な転石

などが認められた場合には、様式 A2 の調査プロット見取り図に記載する。また、枯死木調

査において調査ライン長から除外される道路や河川等の状況について記載する。 

4) 林相写真撮影 

試験地の概況を把握するため、中心杭付近に立って、北、東、南、西方向の順に写真を撮

影する（ランドスケープモード、横長）。写真は、撮影者の目の高さから外周杭の方向を見通

して、林相の概略がわかるように撮影する。写真撮影の際は、調査の 1 人が方位名の書かれ

たボードを中心杭から 3〜4m 離れた位置で保持して撮し込む。調査プロットが正方形の場合

には、北東→北、南東→東、南西→南、北西→西と読み替える。撮影した写真は、マニュア

ル D「データ整理と報告書の作成」を参照してファイル名をつけて提出する。 
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注意 

図中の半径は平坦地のプロットの場合。 

傾斜地では、傾斜角に応じて斜距離に補正された半径の円形プロットが設置されている。 

 

プロットの傾斜（度）  大円部補正半径（斜距離、ｍ） 

１３－１７       １８．２ 

２８－３２       １９．２ 

３８－４２       ２０．４ 

４８－５２       ２２．３ 

（「森林生態系多様性基礎調査実施マニュアル」から抜粋） 

 

小円部、中円部にも杭が設置されている場合があるが、これらの杭は目印用で、規格は指定さ

れていない。 

 

図 A 5 森林生態系多様性基礎調査プロットにおける杭の配置 

（実施マニュアル通りに設置されている場合） 
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枯死木調査の調査ライン選定 

大円相当部方形枞の北東外縁杭－南西外縁杭，北西外縁杭－南東外縁杭を結ぶ線。 

様式 A４に記載するラインの方向は北東杭－南西杭；南北，北西杭－南東杭；東西とする。 

 

炭素蓄積量調査位置の選定 

大円相当方形枞の外縁杭から中心点方向に 5m 内側までもどり，そこから右方向に 2m 振った

地点。 

図 A 6 森林生態系多様性基礎調査プロットにおける杭の配置 

（調査プロットが正方形の場合） 
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2．枯死木調査の進め方 

1) 枯死木とは 

枯死木とは粗大な枯死した木質有機物であり、倒木、立枯木、根株などが含まれる。本調

査では、直径 5cm 以上の枯死木を測定対象とする。なお、枯死したタケも直径が 5cm 以上

の場合は同様に測定する。本調査では、林分に現存する枯死木の材積推定に必要な諸寸法と

分解度を調査する。調査は以下の 2 通りの方法でおこなう： 

(1) ラインインターセクト法 

倒木と根株を対象とし、材積を効率的に測定することに主眼を置いた方法である。 

(2) 一定範囲にある立枯木および根株の全数調査 

ラインインターセクト法では測定できない立枯木と根株の材積を測定する方法である。 

根株については、(1)および(2)の両方で測定するが、(1)においての調査は過去の調査との互

換性を保つためのものであり、実際の炭素蓄積量計算においては(2)の調査における根株の量

を使用する。これらの調査から算出される材積に、分解度から推定される炭素密度を乗じて

炭素蓄積量を求める。 

それぞれの枯死木の種類の定義は以下の通りとする（図 A 7）。 

 

1. 立っているもので、地際からの高さが 1.5m より高いもの ＞ 立枯木 

2. 立っているもので、地際からの高さが 1.5m 以下のもの ＞ 根株 

3. 倒れているもので、切断や折れによって根が付いていないもの ＞ 倒木 

4. 倒れているもので、根返りしており、根を除いた長さ（地際だったと思われる場所から

の長さ）が 1.5m より長いもの ＞ 倒木 

5. 倒れているもので、根返りしており、根を除いた長さ（地際だったと思われる場所から

の長さ）が 1.5m 以下のもの ＞ 根株 

 

「立っている」とは、ここではかつてその場に生えていた樹木が枯死して、根系を付けたまま

その場に残っている状態を意味している。 

 

 

 

図 A 7 枯死木の分類チャート 
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2) 調査箇所と概要 

森林生態系多様性基礎調査の大円内で行う。南北方向と東西方向の２つの直径ラインと交

差する直径 5cm 以上のすべての倒木、およびラインから両側 1m 範囲内の根株および立枯木

を計測する。東西および南北方向のそれぞれについて様式 A4-1 と A4-2 に記載する。 

 

3) 調査方法 

(1) 杭の確認とライン引き 

調査地概況調査で確認した東西南北の外周杭あるいは仮設杭を基点として、東西方向と南

北方向に沿って、ひもや巻き尺を用いて直線ラインを引く。様式 A4-1 に、調査年月日、格子

点 ID、調査担当者の氏名、ラインの方向とラインの水平距離に関する情報を記入する。水平

距離の記入方法は、方法①②③のいずれか一つを選択する。次いで、もう一方向の直径に沿

って、中心を通るラインを大円外周の杭まで引き、同様にライン方向と水平距離に関する情

報をもう１枚の様式 A4-1 に記入する（この段階では、両者とも１枚目に○をすることになる）。 

 

a. ラインの水平距離の記載について 

下記の①②③のいずれかの方法を用いて計測し、使用した測器を選択・記入する。 

方法①：レーザー距離計などの水平距離を測定する測器があり、かつラインが一度に見通

せる場合は、ラインの水平距離を測器で求め、おおよその地形を示す傾斜構成簡易図ととも

に様式 A4-1 に記入する。 

方法②：レーザー距離計などの水平距離を測定する測器があり、地形や障害物等により両

端杭が見通せない場合は、複数のラインに分割し、それぞれの水平距離を記載する。おおよ

その地形を斜面構成簡易図に描いて分割したラインに番号を付し、その番号と水平距離を様

式 A4-1 に記載する。 

方法③：水平距離を測定する測器がない場合、斜距離と傾斜角（度）を測定する。おおよ

その地形を斜面構成簡易図に描いて分割したラインに番号を付し、その番号と斜距離、傾斜

角を様式 A4-1 に記載する。 

 

b. 枯死木がない場合 

倒木、立枯木、根株すべてがない場合は、様式 A4-1「枯死木無し」の□にチェックを入れ、

枯死木調査を終了する。 

 

(2) ラインインターセクト法による倒木と根株の調査 

２本のラインに沿って歩き、ラインを横切る直径 5cm 以上の倒木について、「分解度」（表

A 2、エラー! 参照元が見つかりません。～7）、「ライン上の直径」、「樹種（わからなければ

広葉樹か針葉樹の区別）」、「種類（倒木が根株かの区別）」を記載する。ただし、ライン上に

かかる部分が枯死木の直径の 50%以下の場合は測らない（図 A 8 の 4，5）。根株の場合は必

ず種類欄の根株の□にチェックを入れる。 

ライン上に全く倒木・根株がない場合はそれぞれ「無し」の□にチェックを入れる。 

 

a. 記載の簡略化 

樹種の記載を簡略化するために、針葉樹と広葉樹にはデフォルトで「Ｓ」と「Ｋ」の略称

が設定してある。同様に、樹種の略称設定のところに略称を設定すれば、他の樹種の記載も
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簡略化することができる。たとえば、カラマツを「カ」と記載したい場合は、樹種の略称設

定の欄に（カ：カラマツ）と記載しておけばよい。 

 

    

 

 

b. 倒木の分解度計測部位  

倒木は部位により分解度が異なることがあるが、本調査では、直径を測定した部位の分解

度を記入する。 

 

c. 倒木の直径 

直径は、輪尺（ないしは直径巻き尺）を用い 0.5cm 単位で測定し、小数点以下 1 桁までを

様式 A4-1 に記入する。倒木が扁平であった場合には長径と短径（15.5, 9.0 等 ２つの数字

は必ずカンマで区切ること）を記入する。もし、倒木の一部が欠けているようであれば、断

面積に対し残っている割合(残存率、10％単位)を記載する。ライン上の倒木でその断面積の

50%以上が土壌に埋まっているものや、直径の半分以下しかラインにかかっていないものは

測定しない。 

 

d. ラインインターセクト法における根返り木の例外的取り扱い  

ライン上に根返り木がかかっている場合、「幹」の部分がライン上にある場合は、倒木とし

て記載する。「根」と判断される部分がライン上にある場合は､根株とする。この例外規定で

は、幹部分の長さは問わない。 

 

e. ダブルカウント 

同じ倒木が南北と東西ライン両方にかかる場合があるが、それぞれのライン上で両方とも

記載する。 

 

f. 記載欄が足りない時は  

予備の様式 A4-1 に、調査年月日、格子点 ID、調査担当者の氏名を記入し、ラインの方向

と「２」枚目を丸で囲む。水平距離や樹種の略称設定などは省略してよい。 

 

１，２は枯死木の直径の 50%以上（半径の長さ以上）がラインにかかるので測

定する。３は根張りの部分がラインにかかり、その径が 5cm 以上ある場合測定

する。４と５は直径の 50%以下なので測定しない。 

４ 

５ 

根株 

１       ２        ３ 

図 A 8 枯死木の測定とラインの位置 
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(3) 立枯木と根株の全数調査 

ラインの両側各 1ｍの範囲内に存在する立枯木、根株について、樹種、分解度、直径、高

さを測定し、根株については個体識別のための番号札と 5cm の基準尺とともに写真を撮影す

る。2m の測量ポールの中心を測量ポールとラインが直交するように持ち、ライン上を歩い

て両側 1ｍの範囲を確認すると良い。厳密には、立枯木と根株の根元の中心が、ラインから

1m 以内にあるかどうかで判定する（図 A 9 参照）。分解度については、表 A 2 およびを参考

に決定する。根返っている枯死木で、根を除いた長さが 1.5m 以下であり、かつその大部分

が面積内に存在する場合は、根株として記載する。 

ラインの両側 1m の範囲内に立枯木がない場合は「立枯木無し」の□に、根株がない場合

は「根株無し」の□にそれぞれチェックを入れる。 

 

a. 境界付近の判定 

根株あるいは立枯木の中心軸が範囲に入っているかいないかで判定する（図 A 9 参照）。立

枯木が途中で折れている場合でも、根を含む部分の中心軸が範囲に入っているかどうかで判

定する（図 A 9、図 A 11 参照）。 

 

  

 

図 A 9 立枯木と根株の範囲内外判定 

長さ 2m の測量ポールの中心を持って、ライン上に沿って歩けば確認しやすい 
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図 A 10 立枯木の計測部位 

 

 

 

図 A 11 立枯木の判定例 
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b. 記載の簡略化 

樹種の記載を簡略化するために、針葉樹と広葉樹にはデフォルトで「Ｓ」と「Ｋ」の略称

が設定してある。同様に、樹種の略称設定のところに略称を設定すれば、他の樹種の記載も

簡略化することができる。たとえば、カラマツを「カ」と記載したい場合は、樹種の略称設

定の欄に（カ：カラマツ）と記載しておけばよい。 

 

c. 立枯木と根株の分解度判定 

分解度は、表 A 2 の枯死木の判定に基づいて判定する。また、それぞれ判定ポイントとし

て立枯木と根株別の補足情報も参考にする。根株については、心腐れ（内部から腐って陥没

している状態）が確認された場合には、□心腐れにチェックを入れる。 

 

d. 立枯木の直径と高さ 

胸高直径と高さを測定する（図 A 10 参照）。直径の測定方法と記載については倒木に準ずる。高

さは測器（例えば、測竿、樹高測定器、クリノメーター＋巻尺 等）がある場合は測器を使用し、

測器がない場合は目測で記載する（目測で測定した場合は目測の□にチェックを入れる）。幹折れ

等によって先端部が地面に接していたり、ほかの立木にかかっていたりした場合は、幹折れして

いなかった場合を想定し、 

図 A 10ｂに示すようにおおよその高さを記載し、幹折れの□にチェックする。 

 

e. 根株の直径と高さ 

地際からの高さを、斜面上部側および下部側それぞれについて測定する（写真 A 2）。その

高さを測定した部分（図 A 13）の根株直径を倒木と同じ要領で測定する。別に、地際直径を

測定する。なお、ここで言う地際直径とは、根の影響を受けて太くなっている部分よりも上

側の位置(図 A 12)を指す。根株が傾いている場合は、それぞれ地際からの長さを高さとして

記載する（図 A 13ａ）。根曲がり（根元で急に曲がっている状態）の場合の高さは、地面か

らの鉛直高さを地際からの高さとして測定する（写真 A 2 および図 A 13ｂ）。直径の測定は、

輪尺（または直径巻き尺）を用い、0.5cm 単位で測定し、小数点以下 1 桁までを様式 A4-2

に記入する。 

 

 

 

写真 A 2 傾斜面での根株の計測例 

（傾斜面で根曲がりとなっている根株の測定） 
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図 A 12 地際高の計測位置の模式図 

 

 

 

 

図 A 13 傾斜面での根株の計測例（模式図） 

 

 

f. 株立ちの切株の場合の測定 

株立ちの場合は、分岐した幹についてそれぞれ、地際直径と地際高を測定する。測定方法

は、根株測定時のものと同じ基準を用いる。切株部分で個体が癒着している場合で、癒着部

分が周囲長の三分の一より尐ない場合には、別々の個体として、一方、三分の一より多い場

合には同一個体として、地際直径を測定する（写真 A 3）。 
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写真 A 3 株立ちの計測例（別々の個体として測定） 

 

g. 周囲立木の胸高直径と地際直径の測定  

根株の存在が確認された林分では、周囲の生立木の胸高直径と地際直径の測定を行う。立

木は周囲からランダムに 5 本選択する。できるだけ根株と同じ樹種で地際直径が近いものか

ら選定する。この測定値は、根株の地下部の材積を推定する際に使用される。地際部分の判

定は根株測定時のものと同じ基準を用いる。 

 

h. 根株の写真撮影 

すべての根株は、個体識別するための番号札と基準尺を一緒に写真撮影する。番号札と基

準尺は、根株の上端面に位置するように置く。ただし、番号札と基準尺は根株の外周に掛か

らないようにする。番号札にはナンバーテープ等を使用してもよいが、ガンタッカー等で固

定せず撮影後に取り除くこと（他のモニタリング調査と区別がつかなくなるため）。写真の撮

影の際は、基準尺にピントが合うようにし、根株全体が写真の中央部に小さく写るようにし、

真上からストロボを使用して撮影する。この写真は断面積の面積測定と分解度判定の補助と

して使用する。 

 

       

        ○                  × 

   （被写体を画面一杯に撮っている） 

 

写真 A 4 根株写真の撮り方 

 
※写真を元に面積測定する際に、写真の周辺部分は歪みが大きく、面積誤差が大きくなる。 

 

 i. ダブルカウント 

同じ根株・立枯木が２つのライン沿いの両方にかかる場合があるが、それぞれのライン沿

いで両方とも記載する。その場合、同じ切株の写真は１回だけ撮影すればよい。 
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表 A 2 枯死木の分解度基準 

分解度 枯死木の状態 特徴的な補足情報 

立枯木 根株 

０ 新鮮な枯死木で、枝には葉が残る。（枯

死後１年以内程度） 

  

１ 比較的新しい枯死木。形成層のみ腐朽

し、大枝小枝が残っていたりする 

大枝に葉が付いてい

る場合もある。 

切断面や折れた部

分の変色が進む。 

２ 樹皮はまだ付着し、大枝が残っていたり

する。材の一部の腐朽が進むが、まだ堅

い状態で残る 

  

３ 材全体に腐朽が進み、一部では柔らか

く、また軽くなり、針葉樹では樹皮が脱

落したり、コケが付着したりする。（分

解の中間段階） 

枝は無くなり、腐朽

の進行で材の強度が

弱くなったことによ

る、幹折れが先端か

ら中程度の位置に生

じる。 

辺材部で腐朽によ

る空隙が生じる場

合がある。樹皮が残

っている場合もあ

るが、材との間には

隙間ができている。 

４ 材の形状はわかるが、分解が進み一部が

脱落または消失している。針葉樹は褐色

の腐朽が進む。 

幹の低い位置での幹

折れが生じる 

辺材部分は手で押

すと崩れる。全体に

丸みを帯びた感じ。 

５ 材の腐朽が進み、扁平に潰れていたり、

腐朽片が散在したりし、落葉や土壌に埋

まる部分もある。広葉樹では樹皮が残る

が、材の半分以上が消失している。 

 材の一部は腐朽に

よって脱落・消失

し、当初の根株の形

状ではなくなって

いる。 

 

分解度 枯死したタケの分解状態 

ａ ライン上を斜めに横切っている枯死稈 

ｂ 倒れており地表にあるが、まだ硬さを保っている稈 

ｃ 足で踏むと簡単に割れる程度に稈が腐っているもの。 

 

判定のコツ：樹種により材の分解の様式は異なるので、現地の倒木が上記の基準とはやや異なる

ことがある。分解度０および１は新鮮な倒木である。分解度３は腐朽菌が全体に回っている段階。

分解度５は原形を維持しておらず崩れるほど分解が進んだもの。以上を大まかに区別し、２と４

はそれらの中間段階とする。立枯木と根株の分解度の判定は、基本的には枯死木の判定に準じ、

補足として上記の基準を参考にする。 


