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Ｉ. 室内作業 

 

1. 概要 

この章では野外で採取した堆積有機物試料および化学分析用土壌試料の調整方法、定体積

試料の定積細土重の測定方法を説明する。野外で採取した堆積有機物試料や土壌試料は水分

を含んでおり変質しやすいので、ここで述べる室内作業は試料が届きしだい速やかに行わな

ければならない。速やかに処理できない場合は冷蔵庫に保管する。 

堆積有機物試料は、N、E、S、W の 4 調査位置の試料をそれぞれについて乾燥重量を測定

したのち、層位毎に 4 調査位置の試料を混合粉砕して均質化して調整する（図 C 1）。化学分

析用土壌試料は、風乾後に篩(ふるい)に掛けて植物遺体と礫を取り除いて 2mm 以下の細土に

調整する。これらの試料は炭素および窒素濃度の分析に用いるとともに、再分析のための保

存用試料（以下、保存試料）とする（図 C 2）。 

定積細土重の測定では、定体積試料の全乾燥重量から根と礫の重量を差し引いて細土の重

量を求める（図 C 3）。これにより一定体積あたりの細土の重量がわかる。ただし、野外調査

で化学分析用土壌試料が採取できずに、ブロックサンプリングによる定体積試料を用いて分

析用試料も調整する場合（図 C 4）には、試料処理の手順が異なるので注意する。 

堆積有機物試料および化学分析用土壌試料の調整（図 C 1、図 C 2）、定積細土重の測定（図

C 3、図 C 4）はいずれも比較的単純な作業であるが、炭素蓄積量を決定する上で重要な工程

である。丁寧で正確な処理が求められる。 

なお、定積細土重の測定および堆積有機物試料の乾燥重量の測定結果についての入力、計

算、報告は、マニュアルＤで説明するエクセルファイル「分析データ入力テンプレート」を

用いて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 C-5 

  

分析用試料 

(10g 程度) 

 

保存用試料 

(100g 程度) 
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試料均質化 

 

礫、植物遺体 
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重量測定 
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粉砕 

4 箇所の試料の混合 
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(室温で風乾) 

 

試料均質化 

 

図 C 1 堆積有機物試料の調整（p.8） 

図 C 2 化学分析用土壌試料の調整（p.11） 
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重量測定 

試料の乾燥 

(105℃、24 時間) 

重量測定 

 

 
根・礫(>2mm) 

洗いだし 

根・礫の乾燥 

(105℃、24 時間) 

 

根・礫の重量測定 

 

計算 

 

 

重量測定 

 

試料の乾燥 

(室温で風乾する) 

 

重量測定 

 

 

根・礫(>2mm) 
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(105℃、24 時間) 

 

礫・根の重量測定 

計算 

細土の水
分量測定 

化学分析
試料分取 

図 C 3 定積細土重測定の工程 

（ポリ袋に V、VB と書かれた試料）

（p.14） 

図 C 4 定積細土重測定（化学分析用試料を兼ねた定

体積試料の場合）の工程 

（ポリ袋に VBC と書かれた試料） 

（p.17） 
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2. 試料確認と試料 ID 

 

1) 概要 

ここでは、試料の管理や分析結果の報告で使用する試料 ID のつけ方を説明する。 

 

2) 試料 ID 

試料 ID は以下の決め方に従ってつける。実際には、「分析データ入力テンプレート」の「試

料 ID」シートに格子点 ID と層位数を入力して、「D．データ整理と報告書の作成」で説明す

る手順に従って自動生成させる。以降の室内分析は、この試料 ID にもとづいて行い、データ

入力と計算、報告書の提出もテンプレートファイルを利用して行う。 

 

試料 ID の決め方 

 

試料 ID ＝ 格子点 ID + 位置記号（表 C 1） + 層位番号（表 C 2） 

 

例）080295W12 → 格子点 ID 080295 の W 調査位置における土壌炭素蓄積量調査で採取

した深度 5-15cm の土壌試料  

 

表 C 1 各試料の調査位置と位置記号 

位置記号 調査位置または内容 備考 

N N 地点（方形プロットの場合は NE 地点）  

E E 地点（方形プロットの場合は SE 地点）  

S S 地点（方形プロットの場合は SW 地点）  

W W 地点（方形プロットの場合は NW 地点）  

M 上記 4 地点の混合 堆積有機物の混合調整試料に用いる 

 

表 C 2 各試料の層位番号 

層位番号 試料名 試料の種類 

01 T 堆積有機物試料 

02 L 堆積有機物試料 

03 F 堆積有機物試料 

04 H 堆積有機物試料 

11 0-5cm 土壌試料 

12 5-15cm 土壌試料 

13 15-30cm 土壌試料 
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3. 堆積有機物試料の調整 

1) 概要 

堆積有機物試料の調整では、まず、N、E、S、W の 4 箇所で採取した枝（T）あるいは各

層位（L、F、H）の試料を乾燥させて、調査位置毎に重量測定する。その後、層位毎に 4 箇

所の混合試料を調整してから、炭素および窒素濃度分析用に粉砕する。 

この処理において、最も注意すべきことは、分析用試料に石礫や土壌が絶対に混ざらない

ようにすることである。万が一、有機物試料に石礫や土壌が混ざっていた場合にはこれを取

り除いてから重量測定しなければならない。そのための手順についても説明する。 

具体的には、試料を、以下の手順で処理し、「分析データ入力テンプレート」ファイルの「堆

積有機物」シート（以下、データシート）に測定結果を入力し、自動計算させる。 

 

2) 器具、消耗品 

 乾燥用バット（例えば、ホーローバット四つ切(アズワン, 品番 5-176-04, ¥2,900)もしく

は万能バット(アズワン, 品番 1-4618-03, ¥950)） 

 紙袋各種サイズ（幅 120×マチ 70×高さ 200mm～幅 260×マチ 140×高さ 480mm な

ど。大量の堆積有機物試料を乾燥させる場合には、平らな底があるマチつきの大きな紙

袋を使用するとよい） 

 空気循環式乾燥器（70℃に設定できるもの） 

 試料粉砕機（カッターミル式粉砕機など、目皿孔径≦6mm）（注1） 

 電子天秤（最大 3kg まで、0.1g 単位で測定できるもの） 

 保存試料用チャック付ポリ袋（セイニチ ユニパック F-4 170×120×0.04mm、ある

いはこれと同等のチャック付ポリ袋） 

 分析試料用の任意の容器 

 ラベル小判（赤 25×40mm (アズワン、品番 6-701-01)あるいは類似の大きさのラベル、

乾燥用バット、保存用試料あるいは分析用試料のポリ袋や容器などへの試料情報の表記

に用いる）（注2） 

 剪定鋏 

 筆記用具 

 ポリエチレン製などの薄手の実験用手袋（例えば、サニメント手袋(サイズ M)(アズワン, 

品番 1-6163-02, ¥370)） 

 掃除用具（電気そうじ機、ブラシ、筆、JK ワイパー等） 

 

                                                   

注1 粉砕機は卓上のフードプロセッサのようなものでもよいが、小型の粉砕機は処理に時間がか

かる。また、モーターの過熱、カッターとモーターとの接続部の磨耗などに気をつける必要があ

る。 

注2 保存試料用チャック付ポリ袋に試料番号を貼り付けるために使用するものであるが、文字記

入欄のあるチャック付ポリ袋（セイニチ ユニパックマーク 0.04mm MARK-F 170×120×

0.04mm）を利用して番号を油性ペンで手書きすれば、ラベルを使用しなくてもよい。 
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3) 方法 

(1) 処理対象試料のリストを元に、あらかじめ「分析データ入力テンプレート」の「試料 ID」

シートを用いて試料 ID を自動生成させたのち、データシートに試料 ID をインポートして

おく。 

(2) データシートの試料 ID と、試料の入ったポリ袋に記載された試料情報（[調査年月日]、[格

子点 ID]、[試料名]）とを照合しながら、各調査位置（N、E、S、W）における各層位（T、

L、F、H）の試料（以下、各試料）の有無を確認する。 

(3) ポリ袋の試料を、試料情報を転記した乾燥用バットに広げる。毎日数回天地返しを行いなが

ら礫等を取り除き、試料全体が均質に乾燥し一定重量になるまで乾燥（風乾）させる。 

(4) 各試料の試料情報を大きめの紙袋に転記し、試料をその紙袋に移す。紙袋に入れる試料の量

は、袋の容積の１／３以下に留め、試料が多量にある場合は複数の紙袋に分ける。その際、

礫や土塊など有機物以外の混入物は取り除く。 

【重要：乾燥用バットから紙袋に試料を移す際に、バットの底に残った石礫や土壌を紙袋に入

れてはならない。】 

(5) 試料の入った紙袋を空気循環式乾燥器に入れて、70℃で 24 時間以上乾燥させる。（注3）（注

4） 

(6) 乾燥させた紙袋を乾燥器から取り出し、そのままの状態で、1 時間程度、室内で冷ます。 

(7) 紙袋の口を一旦開いて空気を入れてふくらませたのち、紙袋ごと大きく揺すって試料に付着

した土壌や礫を袋の底に落とす。 

(8) 空の乾燥用バットを電子天秤に載せて、風袋スイッチで重量（[絶乾後の試料の風袋 (g)]）

を 0.0g に合わせる。 

(9) 紙袋内の試料のうち、土壌や礫は紙袋に残して、有機物だけをバットに取り出して、電子天

秤で重量（[絶乾後の風袋込み試料重量(g)]）を 0.1g 単位で測定し、記録する。（注5） 

(10) 重量を測定した試料は、層位（T、L、F、H）毎に 4 調査位置 N、E、S、W の試料を全体

が均質になるようによく混合し、混合試料として記号 M を付ける。すなわち、層位毎に 4

調査位置の混合試料を作成する。 

(11) 各層位の混合試料をそれぞれ試料粉砕機で全量粉砕して、6mm 未満の粉砕試料に調整する。

試料粉砕の際は、粉砕機に試料を入れ過ぎないように注意し、粉砕機の大きさと処理能力を

考慮して、大きな葉はあらかじめポリエチレン製などの手袋を着用した手で細かくし、大き

な枝も剪定ばさみで短く切っておくとよい。なお、混合試料の量が多いときは、試料が不均

質にならないように注意しながら、分析と保存に必要十分な量の試料を混合試料全体から分

け取って粉砕してもよい。 

(12) 各層位の粉砕試料は、それぞれ、全体が均質になるようによくかき混ぜる。 

                                                   

注3 本マニュアルおよび｢分析データ入力テンプレート｣では、70℃での堆積有機物試料の乾燥処

理、105℃での土壌試料の乾燥処理を「絶乾」と呼ぶ。 

注4 やむを得ず、(3)の風乾処理が不十分な試料を乾燥機に入れる場合には、乾燥時間を 48 時間

以上とする。 

注5 (8)でバットの風袋を 0.0g としているので、ここで測定しているのは、風袋を含まない堆積

有機物の絶乾後の重量である。この場合、データシートの風袋には 0 を入力すればよい。 
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(13) 各層位の粉砕試料について、それぞれ 10g 程度を分析用試料とし、20g 程度を保存用試料

としてチャック付ポリ袋に分け取る。粉砕試料が尐ない場合は、分析用試料を優先し、残っ

た試料を保存試料用チャック付ポリ袋に入れる。 

(14) 分析試料用の容器と保存試料用チャック付ポリ袋には、図Ｃ６のように試料情報を記入し

たラベルを貼る。あるいは、ラベル付チャックポリ袋に直接手書きしてもよい。 

(15) 1 つの試料の粉砕が終了したら、粉砕機の試料室やカッター等に付着した試料を、電気そ

うじ機、ブラシや筆、JK ワイパー等できれいに掃除する。 

(16) すべての測定項目を入力し終わったら、データシート上で分析結果を自動計算させる。そ

の際、「異常値」欄にエラーメッセージが出た場合には、重量測定の記録や残った試料を調

べてエラーの原因を確認し対処する。 

(17) 自動計算の結果、すべての入力データに対して異常値のエラーメッセージが出ないことを

確認したのちに、分析後の残った試料を廃棄する。 

 

（2011 年 8 月 22 日に格子点 ID 080290 で採取した L 層の試料（4 調査位置の混合試料）） 

調査年月日  

試料 ID  

試料名 

080290M02 

20110822 

L 

図 C 5 ラベルの記入例（表 C2 参照） 
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4. 化学分析用土壌試料の調整 

1) 概要 

化学分析用土壌試料の調整では、採取試料を室温で乾燥（風乾という）させながら根、植

物遺体、礫を取り除き、風乾後に孔径 2mm の篩を通過させて炭素および窒素濃度の分析に

用いる細土試料とする。試料の乾燥処理中に根や礫を取り分けながら土塊をほぐしておくと、

作業全体を効率よく行うことができる。 

 

2) 器具、消耗品 

 円孔篩（孔径 2mm、直径 20cm 程度、篩と蓋・受皿で 1 セット、写真 C 1） 

  篩：大起理化工業, 品番 DIK-2300-11, ¥19,800（注6） 

  蓋・受皿：大起理化工業, 品番 DIK-2300-15, ¥11,000  

 磁製乳鉢（乳棒付、外寸 180mm(アズワン, 品番 6-549-05, ¥3,800)、写真 C 1） 

 乳棒または木製杵（きね、（注7）） 

 乾燥用バット（例えば、ホーローバット四つ切(アズワン, 品番 5-176-04, ¥2,900)もしく

は万能バット(アズワン, 品番 1-4618-03, ¥950)） 

 ピンセット（植物遺体の分け取りに使用、例えば、歯科用ピンセット(アズワン, 品番

6-531-08, ¥1,470)） 

 保存試料用チャック付ポリ袋（セイニチ ユニパック F-4 170×120×0.04mm、ある

いはこれと同等のチャック付ポリ袋） 

 分析試料用の任意の容器 

 ラベル小判（赤 25×40mm (アズワン、品番 6-701-01)あるいは類似の大きさのラベル、

乾燥用バット、保存用試料あるいは分析用試料のポリ袋や容器などへの試料情報の表記

に用いる）（注8） 

 筆記用具（黒マジックなど） 

 ポリエチレン製などの薄手の実験用手袋（例えば、サニメント手袋(サイズ M)(アズワン, 

品番 1-6163-02, ¥370)） 

 マスク（例えば、ネオクリーンマスク(10 枚入り)(アズワン, 品番 8-1072-01, ¥2,000)） 

                                                   

注6 メーカー名、品番および価格は、2011 年 6 月現在のもの。 

注7 土塊の粉砕に磁製乳棒を使用すると礫を粉砕するおそれがあるので、木製杵（写真 C1）を

使うことが望ましい。木製杵を使用する場合は、ひと回り大きい乳鉢（外寸 210mm）の方が使

いやすい。ただし木製杵は市販されていないので、特別に作る必要がある。材料には桐などの軽

い木を用いるとよい。寸法は、柄の長さ 220-250mm、柄の径 25mm、穂(頭)の全長 240-300mm

（片側 100-180mm）、穂の径 45mm 程度で、穂の中心(あるいは中心を 1-2cm ずらして)に穴を開

け柄の先端を差し込む。 

注8 保存試料用チャック付ポリ袋に試料番号を貼り付けるために使用するものであるが、文字記

入欄のあるチャック付ポリ袋（セイニチ ユニパックマーク 0.04mm MARK-F 170×120×

0.04mm）を利用して番号を油性ペンで手書きすれば、ラベルを使用しなくてもよい。 
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 JK ワイパー（36 箱入り(アズワン, 品番 6-6688-01, ¥9,000)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 C 1 土壌試料調整用器具（乳鉢（左上）、円孔篩（右上）、木製杵（中央下）） 

3) 方法 

(1) 処理対象試料のリストを元に、あらかじめ「分析データ入力テンプレート」の「試料 ID」

シートを用いて試料 ID を自動生成させておく。 

(2) 試料 ID シートの試料 ID と、試料の入ったポリ袋に記載された試料情報（[調査年月日]、[格

子点 ID]、[試料名]）とを照合しながら、各調査位置（N、E、S、W）における各層位（0-5cm、

5-15cm、15-30cm）の試料（以下、各試料）の有無を確認する。 

(3) ポリ袋の試料を、試料情報を転記した乾燥用バットに広げる。試料はバットいっぱいに広げ、

厚さが均一になるようにする。 

(4) 試料全体が均質に乾燥し一定重量になるまで、室内で乾燥（風乾）させる。乾燥処理中は、

乾燥を促進するために、毎日天地返しを行いながら、手で土塊をつぶすとともに、乾燥状態

を確認する（注9）。試料の風乾には、通常、1～2 週間は必要である。また、試料を天地返

しするときに目に付く大きな礫や植物遺体（根や植物片、木炭片）は取り除く。 

【重要：土壌をふるう作業は粉塵発生を伴うので、マスクを着用して行う。】 

(5) 試料が内部までよく乾燥していることが確認できたら、受皿をつけた孔径 2mm の円孔篩に

移し、蓋をしてふるう。（注10）。 

(6) 円孔篩を通過した試料（以下、風乾細土）は別の乾燥用バットに移す。 

(7) 円孔篩の上に残った試料から礫と植物遺体をピンセットで取り除き、土壌の塊を乳鉢に移す。 

(8) 礫を破壊しないように注意しながら、土壌の塊を乳棒（あるいは木製杵）でていねいにつぶ

                                                   

注9 これらの操作は試料の汚染を防ぐためにポリエチレン製などの手袋を付けて行う。 

注10 篩に土壌を入れすぎると作業効率が落ちるので、1 度に入れる土壌の量は篩の容積の半分

以下にした方が良い。 
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す（注11）。 

(9) つぶした土壌をふたたび円孔篩に移してふるう。 

(10) 円孔篩を通過した風乾細土を(6)の乾燥用バットに移す。 

(11) すべての土壌が円孔篩を通過するまで、(5)～(10)の操作を繰り返す。 

(12) (10)の乾燥用バットの風乾細土をよく混合する。 

(13) 風乾細土 10g 程度を分析用試料とし、100g 程度をチャック付ポリ袋に保存用試料として分

け取る。粉砕試料が尐ない場合は、分析用試料を優先し、残った試料を保存試料用チャック

付ポリ袋に入れる。残った試料は廃棄する。 

(14) 分析試料用の容器と保存試料用チャック付ポリ袋には、図 C 6 のように試料情報を記入し

たラベルを貼る。あるいは、ラベル付チャックポリ袋に直接手書きしてもよい。 

(15) 1 つの試料の篩い分けが終了したら、円孔篩、乳鉢、乳棒（あるいは木製杵）、ピンセット

に付着した試料を、電気そうじ機、JK ワイパー等できれいに掃除する。（注12）。 

 

 

 

 

図 C 6 ラベルの記入例 

（2011 年 8 月 22 日に格子点 ID 080290 で採取した W 地点（5-15cm）の土壌試料） 

 

                                                   

注11 1 度にたくさんの土壌を乳鉢に入れると土壌の塊をつぶすのが難しいので、乳鉢に入れる

土壌の量は乳鉢の半分以下にした方が良い。 

注12 乳鉢に土壌が大量に付着しているときは水道水で洗い流す。尐ししか付着していないとき

は尐量の水を洗ビンで注ぎ JK ワイパーでふき取る。篩も土壌が大量に付着しているときは水道

水で洗う。土壌の付着が尐ないときは、尐し湿らせた JK ワイパーでふき取る。洗浄後の篩はよ

く乾燥させてから使用する。 

調査年月日  

試料 ID  

試料名 

080290W12 

20110822 

5-15cm 
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5. 定積細土重の測定（採土円筒試料(V)、ブロックサンプリング試料(VB)） 

1) 概要 

定積細土重の測定では、定体積試料を処理して「土壌の一定体積あたりの細土重量（以下

「定積細土重」という）」を求める。採土円筒試料の場合には、根と礫の重量から細土容積重

を求め、石礫率と合わせて土壌炭素蓄積量の計算に用いる。ブロックサンプリング試料の場

合には、定積細土重をそのまま土壌炭素蓄積量の計算に用いる。 

具体的には、野外調査で採取した採土円筒試料およびブロックサンプリング試料を、以下

の手順で処理し、「分析データ入力テンプレート」ファイルの「定積細土重」シート（以下、

データシート）に測定結果を入力し、自動計算させる。 

【重要】ポリ袋に VBC と書かれた定体積試料は、測定方法が異なるので注意すること（p.17

〜22）。 

 

2) 器具、消耗品 

 乾燥用バット（例えば、ステンレス 12 枚取り(アズワン, 品番 1-4534-04, ¥1,600)など） 

 ラベル中判（赤 40×60ｍｍ(アズワン, 品番 6-701-02)もしくは類似の大きさのラベル） 

 上皿電子天秤（0.1g 単位で測定できるもの） 

 ポリエチレン製などの薄手の実験用手袋（例えば、サニメント手袋(サイズ M)(アズワン, 

品番 1-6163-02, ¥370)） 

 マスク（例えば、ネオクリーンマスク(10 枚入り)(アズワン, 品番 8-1072-01, ¥2,000)） 

 乾燥用容器（蒸発皿、ビーカー、茶こしなど、根と礫それぞれに 1 つずつ） 

 浸水用容器（ビーカー、深いバットなど、500〜1000ml のトールビーカーが使いやすい） 

 恒温乾燥器（105℃に設定できるもの） 

 円孔篩(エンコウフルイ)（孔径 2 mm、直径 200mm 程度のもの） 

 

3) 試料処理手順 

(1) 処理対象の試料リストを元に、あらかじめ「分析データ入力テンプレート」の「試料 ID」

シートを用いて試料 ID を自動生成させたのち、データシートに試料 ID をインポートして

おく。 

(2) データシートの試料 ID と、試料の入ったポリ袋に記載された試料情報（[調査年月日]、[格

子点 ID]、[試料名]、[定体積試料の記号（V または VB）]）とを照合しながら、データシー

トの試料容量欄に[試料体積]（定体積試料の記号が円筒試料 V の場合は 400mL、ブロック

サンプリング試料VBの場合は 2000mLあるいは様式A5に記載された採取ブロックの体積

（mL））を記録し、入力する（注13）。 

(3) 乾燥用バットの重量（[採取試料(全体)の風袋(g)]）を測定記録し、データシートに入力する。 

(4) ポリ袋の試料を、試料情報を転記した乾燥用バットに広げる。 

                                                   

注13 括弧 [    ] で示されたものは、必ず記録すべき項目。 
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(5) 乾燥用バットごと試料の重量（[採取時の風袋込み採取試料(全体)重量(g)]）を測定記録し、

データシートに入力する（注14）。 

(6) 室内で試料の乾燥を行う。乾燥処理中の試料が生乾きのうちにポリエチレン製などの手袋を

着用し、手で土塊をほぐして礫や植物遺体（根や植物片、木炭片；以下「根」という）をバ

ットの隅に選り分けておくと、以後の作業が楽になる。 

(7) 全体が均質に乾燥し一定重量になるまで乾燥（風乾）させる（注15）。 

(8) 乾燥用バットごと試料を乾燥器（105℃）に入れ、24 時間乾燥させる。 

(9) 絶乾処理終了後、乾燥器から乾燥用バットごと試料を取り出し、1～2 時間、室内で冷ます。 

(10) 乾燥用バットごと試料重量（[絶乾後の風袋込み採取試料(全体)重量] (g)）を 0.1g 単位で測

定記録し、データシートに入力する。 

(11) 試料を円孔篩に移して、2mm 以下の細土をあらかた篩い落とす（注16）。 

【重要：土壌をふるう作業は粉塵発生を伴うので、マスクを着用して行う。】 

(12) 円孔篩の上に残った土壌の塊、根、礫の試料を、浸水用容器に移し、一昼夜水に浸けて軟

らかくする。土塊が水をはじいて吸水しない場合は、50%エタノール水を噴霧すると疎水性

が失われて吸水が可能になる。 

(13) (12)で浸水させた試料を再び2 mmの円孔篩に移して水洗し、根と礫を取り分ける（注17）。 

(14) 根と礫の乾燥用容器の重量（[根の風袋(g)]、[礫の風袋(g)]）をそれぞれ測定記録し、データ

シートに入力する（注18）。 

(15) (13)で水洗し取り分けた根と礫をそれぞれ乾燥用容器に入れ、水気を切って風乾させたの

ち、恒温乾燥器（105℃）で 24 時間乾燥させる。 

(16) 絶乾終了後、乾燥器から乾燥用容器ごと根、礫を取り出し、1 時間、室内で冷ます。 

(17) 乾燥用容器ごと根の重量（[絶乾後の風袋込み根重量(g)]）を測定記録し、データシートに

入力する。 

(18) 乾燥用容器ごと礫の重量（[絶乾後の風袋込み礫重量(g)]）を測定記録し、データシートに

入力する。 

(19) すべての測定項目を入力し終わったら、データシート上で分析結果を自動計算させる。そ

の際、「異常値」欄にエラーメッセージが出た場合には、重量測定の記録や残った試料を調

べてエラーの原因を確認し対処する。 

(20) 自動計算の結果、すべての入力データに対して異常値のエラーメッセージが出ないことを

確認したのちに、分析後の残った試料を廃棄する。 

                                                   

注14 絶乾後の採取試料の重量をチェックする上で必要になる。 

注15 乾燥に要する日数は、毎日試料の天地返しを行った場合に 1 週間程度が一つの目安である

が、試料の状態や室内環境によって異なる。 

注16 細土を多く含む試料をそのまま次の水洗処理に回すと作業効率が悪く、泥水の発生量も増

える。円孔篩でふるう前に、磁製乳鉢と木製杵で土塊を軽くつぶすと作業効率がよい。  

注17 細かい根の破片は、際限がないので、多尐取り分けられなくても構わない。また、水洗中

に細根や植物遺体の細片等が流れ出してしまうが、尐ない量であれば構わない。これらの損失は、

その重量が尐ないことから、全体に比べて著しく小さいものとみなすことができる。 

注18 根と礫の絶乾後の重量は、乾燥容器から取り出して直接重量を測定してもよい。その場合

は、風袋には 0 を入力する。 
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図 C 7 定積細土重の測定の試料処理工程フローチャート 
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6. 定積細土重の測定（化学分析用試料を兼ねた定体積試料、ポリ袋に VBC と

書かれた試料） 

1) 概要 

化学分析用土壌試料を兼ねる定体積試料で定積細土重を測定する場合は、細土を加熱する

ことが出来ないので、以下に説明する方法を用いる。 

通常の定積細土重測定法との違いは、 

 ・採取試料は 105℃で絶乾せずに室温で風乾させる、 

 ・風乾中に試料の調整を行う、 

 ・試料全体の風乾重を測定する、 

 ・化学分析用の風乾細土採取後に根と礫を水洗する、 

 ・細土の乾燥係数を測定する、 

などである。 

したがって、工程が他の調整作業と比較して複雑になる。 

具体的には、野外調査で採取したブロックサンプリング試料を、以下の手順で処理し、「分

析データ入力テンプレート」ファイルの「化学分析用土壌試料を兼ねる場合の定積細土重」

シート（以下、データシート）に分析結果を入力し、自動計算させる。 

 

2) 器具、消耗品 

  試料調整に必要な物 

 乾燥用バット（例えば、ステンレス 12 枚取り(アズワン, 品番 1-4534-04, ¥1,600)など） 

 ラベル中判（赤 40×60ｍｍ(アズワン, 品番 6-701-02)もしくは類似の大きさのラベル） 

 上皿電子天秤（0.1g 単位で測定できるもの） 

 ポリエチレン製などの薄手の実験用手袋（例えば、サニメント手袋(サイズ M)(アズワン, 

品番 1-6163-02, ¥370)） 

 マスク（例えば、ネオクリーンマスク(10 枚入り)(アズワン, 品番 8-1072-01, ¥2,000)） 

 ピンセット（植物遺体の分け取りに使用、例えば、歯科用ピンセット(アズワン, 品番

6-531-08, ¥1,470)） 

 円孔篩一式（孔径 2 mm、直径 200mm 程度、蓋と受皿付き） 

 磁製乳鉢（内径 200mm のもの） 

 木製杵（きね、）または乳棒 

 浸水用容器（ビーカー、深いバットなど、500〜1000ml のトールビーカーが使いやすい） 

 攪拌棒（ガラス棒など） 

 根と礫のための乾燥用容器（蒸発皿、ビーカーなど、根と礫それぞれに 1 つずつ） 

 恒温乾燥器（105℃に設定できるもの） 

 保存試料用チャック付ポリ袋（セイニチ ユニパック F-4 170×120×0.04mm、ある

いはこれと同等のチャック付ポリ袋） 

 分析試料用の任意の容器 
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 JK ワイパー（36 箱入り(アズワン, 品番 6-6688-01, ¥9,000)） 

 筆記用具（黒マジックなど） 

 

  乾燥係数測定に必要な物 

 秤量ビン（15〜30ｍL 程度の物） 

 分析用電子天秤（0.1mg (=0.0001g）単位で測定できるもの） 

 恒温乾燥器（105℃に設定できるもの） 

 デシケーター 

 薬さじ 

 大型のシャーレ（秤量ビンのトレーとして使用） 

 軍手等布製の手袋 

 乾燥剤（シリカゲル等、デシケーターに使用） 

 

3) 試料処理手順 

(1) 処理対象試料のリストを元に、あらかじめ「分析データ入力テンプレート」の「試料 ID」

シートを用いて試料 ID を自動生成させたのち、データシートに試料 ID をインポートして

おく。 

(2) データシートの試料 ID と、試料の入ったポリ袋に記載された試料情報（[調査年月日]、[格

子点 ID]、[試料名]、[定体積試料の記号]）とを照合しながら、データシートの試料容量欄に

[試料体積]（ブロックサンプリング試料 VBC だけが該当し、試料体積は 2000mL あるいは

様式 A5 に記載された記載された採取ブロックの体積（mL））を記録する。 

 

—採取試料の風乾— 

(3) 乾燥用バットの重量（[採取試料(全体)の風袋(g)]）を測定記録し、データシートに入力する。 

(4) 試料情報を転記した根と礫それぞれの乾燥用容器の重量（[根の風袋 (g)]、[礫の風袋 (g)]）

を測定し、記録する。 

(5) ポリ袋に記載された試料情報を乾燥用バットに転記し（注19）、採取試料（以下、試料）を

バットにあける。 

(6) 乾燥用バットごと試料の重量（[風袋込み採取時(全体)重量(g)]）を測定記録し、データシー

トに入力する。（注20）。 

(7) 室内で試料の乾燥を行う。乾燥処理中は、ポリエチレン製などの手袋を着用し、手で土塊を

つぶして出来る限り細かくする。このとき礫や植物遺体（根や植物片、木炭片；以下「根」

という）を、試料情報を転記した根と礫の乾燥用容器にそれぞれ分け取る（注21）。 

【重要：根や礫は捨ててはならない。また、分け取るときに試料をこぼしてはならない。】 

                                                   

注 17 たとえば、ラベルを貼り付ける、直接乾燥用バットに記入する等。 

注 18 絶乾後の採取試料の重量をチェックする上で必要になる。 

注 19 植物遺体の取り分けはピンセットを使用すると良い。 
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(8) 全体が均質に乾燥し一定重量になるまで乾燥（風乾）させる（注22）。 

(9) 試料が内部までよく乾燥していることが確認できたら、乾燥用バットごと試料の風乾重量

（[風乾後の風袋込み試料重量 (g)]）と分け取った, 根及び礫の重量（[風乾後の風袋込み根

重量(g)]、[風乾後の風袋込み礫重量 (g)]）を測定し、記録する。 

 

—乾燥係数測定および化学分析用試料の分け取り— 

【重要：土壌をふるう作業は粉塵発生を伴うので、マスクを着用して行う。】 

(10) 試料（データシートでは細土と表記）を、受皿をつけた孔径 2mm の円孔篩に移し、蓋を

してふるう。 

(11) 円孔篩を通過した試料（以下、風乾細土）は受皿にためる。円孔篩の上に残った試料のう

ち、大きな礫と根は（7）の乾燥用容器に移す。土壌の塊は乳鉢に移す。 

(12) 乳鉢に移した土壌の塊を、礫を破壊しないように注意しながら、乳棒（あるいは木製杵）

でていねいにつぶす。 

(13) つぶした土壌をふたたび円孔篩に移してふるう。（10）から（12）の作業を繰り返す。 

(14) 容易につぶれる土壌の塊がなくなったら、篩の上に残った試料をすべて浸水用容器に移す。 

(15) 篩の受皿にたまった風乾細土をよく混合する。 

(16) 風乾細土の量が十分にある場合には、100g 程度をチャック付ポリ袋に保存用試料として分

け取り、残りを乾燥係数測定と分析用試料に用いる。風乾細土の量が尐ない場合は、乾燥係

数測定と分析用に優先して使用し、残った試料を保存試料用チャック付ポリ袋に入れる。 

(17) 保存試料用チャック付ポリ袋と、乾燥係数測定および分析試料用の容器には、図 C7 のよ

うに試料情報を記入したラベルを貼る。 

(18) 一つの試料の篩い分けが終了したら、円孔篩一式（蓋、受皿を含む）、乳鉢、乳棒（あるい

は木製杵）に付着した試料残渣を、電気そうじ機、JK ワイパー等できれいに掃除する。（注

23）。 

【重要：風乾細土の乾燥係数測定は試料の分け取りのあと出来るだけ早い時期に行う。】測

定まで試料はしっかり密閉して保存する。 

 

—風乾細土試料の乾燥係数測定— 

【重要：以下の作業において秤量ビンを取り扱う際は、必ず軍

手等の手袋を着用して扱うこと。】 

(19) 秤量ビンの蓋をずらし乾燥器（105℃）で 1 時間乾燥した後、

乾燥器内で蓋をしてデシケーターに移し、冷ます（1 時間程

                                                   

注 20 乾燥に要する日数は、1 週間程度が一つの目安であるが、試料の状態や室内環境によって

異なる。 

注23 乳鉢に土壌が大量に付着しているときは水道水で洗い流す。尐ししか付着していないとき

は尐量の水を洗ビンで注ぎ JK ワイパーでふき取る。篩も土壌が大量に付着しているときは水道

水で洗う。土壌の付着が尐ないときは、尐し湿らせた JK ワイパーでふき取る。洗浄後の篩はよ

く乾燥させてから使用する。 

写真 C 2 乾燥中の土壌試料 
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度）（注24）（注25）。 

(20) 秤量ビンの重量（蓋も含む）（[秤量ビン重量 (g)]）を 0.1mg (=0.0001g)まで測定し、秤量

ビンの番号および試料名と共に記録し、データシートに入力する。 

(21) 風乾細土試料 2-3g を薬さじで秤量ビンに移し、ただちに蓋をして秤量ビンごと試料重量

（[絶乾前の秤量ビン込み試料重(g)]）を測定し、記録する。 

(22) 試料の入った秤量ビンの蓋をずらして（写真 C２参照）乾燥器に入れ、105℃で 24 時間乾

燥する。 

(23) 乾燥後、乾燥器内で蓋をしてから秤量ビンを取り出し、デシケーター内に移す。 

(24) デシケーター内で約 1 時間冷まし、秤量ビンごと試料重量（[絶乾後の秤量ビン込み試料重

(g)]）を測定記録し、データシートに入力する。 

 

—根と礫の絶乾重量測定— 

(25) 試料の入った浸水用容器に熱いお湯を満たし攪拌棒で攪拌して、一晩放置する。 

(26) 乾燥用容器に入った根と礫及び篩に残った試料（(11)の浸水用容器）を水洗いし、根と礫を

乾燥用容器に分け取る。（注26） 

(27) 分け取った根と礫を、恒温乾燥器で 105℃、24 時間乾燥させる。 

(28) 乾燥後、乾燥器から容器ごと根、礫を取り出し、1 時間程度室内で冷ます。 

(29) 乾燥用の容器ごと根の重量（[絶乾後の風袋込み根重量 (g)]）を測定記録し、データシート

に入力する。 

(30) 乾燥用の容器ごと礫の重量（[絶乾後の風袋込み礫重量 (g)]）を測定記録し、データシート

に入力する。 

(31) すべての測定項目を入力し終わったら、データシート上で分析結果を自動計算させる。そ

の際、「異常値」欄にエラーメッセージが出た場合には、重量測定の記録や残った試料を調

べてエラーの原因を確認し対処する。 

(32) 自動計算の結果、すべての入力データに対して異常値のエラーメッセージが出ないことを

確認したのちに、分析後の残った試料を廃棄する。 

 

3) 乾燥係数の計算 

風乾細土試料の乾燥係数は、次式によって計算する。実際には、「分析データ入力テンプレ

ート」のシート「含水比」に上記測定の結果を入力し、自動的に計算させる。 

 

乾燥係数＝（Safter－WB）／（Sbefore－WB） 

Sbefore：[絶乾前の秤量ビン込み試料重(g)] 

                                                   

注24 大型のガラス製シャーレをトレーとして使用すると良い。移動はトレーごと行う。 

注25 デシケーター内で長く放置された秤量ビンを使用する場合も必ず乾燥器で乾燥させてから

使用する。 

注26 細かい根の破片は、際限がないので、多尐取り分けられなくても構わない。また、水洗中

に細根や有機物の細片等が流れ出してしまうが、尐ない量であれば構わない。これらの損失は、

その重量が尐ないことから、全体に比べて著しく小さいものとみなすことができる。 
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Safter：[絶乾後の秤量ビン込み試料重(g)] 

WB：[秤量ビン重量(g)] 
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図 C 8 定積細土重の測定（化学分析用試料を兼ねた定体積試料の場合）の 

試料処理工程フローチャート 

  

分析用試料を兼ねる定体積試料 

乾燥用バット及び容器の重量(g)を測定（風袋重） 

バットごと試料の重量(g)を測定（採取時重） 

試料を 1 週間程度室内で乾燥させる（風乾） 

乾燥中に根と礫を取り出し、乾燥用容器へ移す 

 

試料を円孔篩に移して、2mm 

以下の細土をふるい分ける 

 

円孔篩上に残った試
料を根と礫が入って
いる浸水用容器に移
す 

風乾後、バットごと試料の 
風乾重を測定 

 

風乾後、乾燥容器ごと根と礫の 

風乾重を測定 

浸水用容器にお湯を 
加え、ふやかす 

 

ふるい分けた細土の
乾燥係数を測定する 

化学分析用試料と保
存用試料を分け取る 

根と礫を含む試料を 

円孔篩に移して水洗 

根と礫を選別 

 

根を 105℃で乾燥 

（24 時間） 

 

放冷後容器ごと 

根の重量(g)を測定 

 

礫を 105℃で乾燥 

（24 時間） 

 

放冷後容器ごと 

礫の重量(g)を測定 
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Ⅱ. 炭素および窒素濃度の分析 

 

1. 概要 

2mm 以下に調整された細土試料を用いて、乾式燃焼法により炭素および窒素濃度の分析を

行う。 

乾式燃焼法による炭素および窒素濃度の分析装置では、分析に使用する試料が微量である

ことに加え、土壌試料や堆積有機物試料では試料中の炭素分布が不均一であることから、分

析の誤差が大きくなりやすい。そこで、分析の誤差を小さくするために、室内作業（「Ⅰ. 室

内作業」）において調整した試料をさらに粉砕して粒径を細かくする必要がある。また、試料

中の炭素濃度は絶乾試料重を基準とするので、試料中の水分量を測定しなければならない。

水分量の測定は、炭素および窒素濃度の分析の際に行う。なお、窒素濃度は、炭素濃度と窒

素濃度の比率（C/N 比）を用いた分析の信頼性評価に利用されるとともに、バイオマス生産

力の指標にもなるので窒素濃度の結果も報告する。 

具体的には、室内作業で試料調整した堆積有機物試料および化学分析用土壌試料を以下の

手順で処理し、「分析データ入力テンプレート」ファイルの「含水比」シートと「CN 分析」

シート（以下、データシート）に測定結果を入力し、自動計算させる。 

 

2. 試料の微粉砕 

1) 器具 

 メノウ乳鉢（あるいはそれに代わる擂潰機(ライカイキ)等の電動粉砕機）（注27） 

 

2) 方法 

(1) 分析用試料（土壌試料の場合は風乾細土、堆積有機物試料の場合は粉砕試料）の全量を、メ

ノウ乳鉢（または粉砕機）に移す。 

(2) 粗い粒子が細かくなるようにすりつぶして微粉末試料（<0.25mm）とする（注28）。 

(3) 微粉末試料をもとの容器にもどす。 

(4) 1 つの試料の粉砕が終了したら、メノウ乳鉢や乳棒、あるいは粉砕機に付着した試料をきれ

いにふき取る（注29）。 

 

 

                                                   

注27 試料の粉砕は、ボールミル式の粉砕機等でもよい。 

注28 粉砕は試料内における炭素濃度のばらつきを小さくすることを目的としている。通常、一

試料あたり 5〜10 分程度行う。炭素濃度の分析でばらつきが大きい場合は、粉砕時間を長くする

必要がある。一方、粉砕時間が長すぎると試料が熱を帯びて変質する可能性があるので注意する。 

注29 乳鉢に土壌が大量に付着しているときは水道水で洗い流す。尐ししか付着していないとき

は尐量の水を洗ビンで注ぎ JK ワイパーでふき取る。篩も土壌が大量に付着しているときは水道

水で洗う。土壌の付着が尐ないときは、尐し湿らせた JK ワイパーでふき取る。洗浄後の篩はよ

く乾燥させてから使用する。 
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3. 水分量の測定 

1) 器具 

 秤量ビン（平型秤量ビン 20ｍL(アズワン, 品番 6-743-07)）（注30） 

 分析用電子天秤（0.1mg (=0.0001g)単位で測定できるもの)（注31） 

 乾燥器（105℃と 70℃に設定できるもの） 

 デシケーター（並型中板直径 240mm(アズワン, 品番 1-4413-05, ¥34,100)）（注32） 

 薬さじ 

 大型のシャーレ（ステンレスシャーレ外径 200mm(アズワン, 品番 2-129-08, ¥5,700)）

（注33） 

 軍手 

 乾燥剤（シリカゲル） 

 

2) 方法 

【重要：以下の作業において秤量ビンを取り扱う際は、必ず軍手等の手袋を着用して扱うこと。】 

(1) 秤量ビンの蓋をずらし乾燥器（105℃）で 1 時間乾燥した後、乾燥器内で蓋をしてデシケー

ターに移し、冷ます（1 時間程度）（注34）（注35）。 

(2) 秤量ビンの重量（[秤量ビン重量 WB (g)]）を測定記録し、

データシートに入力する（注36）。 

(3) 分析試料用容器（25mL）から微粉末試料（土壌試料の場合

は 2-3g、堆積有機物試料の場合は 0.4-0.6g）を薬さじで秤

量ビンに分取する。 

(4) 秤量ビンに蓋をし、秤量ビンごと試料重量（[絶乾前の秤量

ビン込み試料重 Sbefore (g)]）を測定記録し、データシート

                                                   

注30 秤量ビンはよく洗浄したものを使用する。また、秤量ビンを直接素手で持つと水分や脂分

が付着するので、軍手等を使用する。 

注31 重量の測定精度は測定する土の重量の 1000 分の 1 で十分である（土壌環境分析法編集委

員会 1997 年）。すなわち土壌の重量が 1g ならば測定精度は 1mg でよい。 

注32 デシケーターは内部に乾燥剤（シリカゲル）を入れて使用する。デシケーターの本体と蓋

とのすり合わせ部にはグリースを塗って密閉性をよくする。乾燥剤は水分吸収能力が低下してい

ないことを確認する（シリカゲルが赤色になると水分吸収能が低下しているので、105℃の乾燥器

に入れ、青色に変わるまで乾燥させる）。デシケーターの蓋が開きにくい場合は、蓋を横から木槌

等で軽くたたくと蓋がずれて開けることができる。 

注33 秤量ビンはデシケーターに入るサイズのシャーレ等に載せて作業するとよい。デシケータ

ーや乾燥器内での秤量ビンの横転を防ぎ、また複数の秤量ビンを一度に扱うことができる。 

注34 大型のガラス製シャーレをトレーとして使用すると良い。移動はトレーごと行う。 

注35 デシケーター内で長く放置された秤量ビンを使用する場合も必ず乾燥器で乾燥させてから

使用する。 

注36 静電気は電子天秤の秤量機能に障害を与えるので、秤量を行う前には、試料や自分自身が

帯電していないことを十分に確認する。また、帯電していた場合は、十分な放電を行う。帯電防

止や除電装置を使用するのも良い。 

写真 C 3 乾燥中の土壌試料 
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に入力する。このとき、蓋を写真 C3 のようにずらしておく。 

(5) 秤量ビンを乾燥器（土壌試料の場合は 105℃、堆積有機物試料の場合は 70℃）に入れ、24

時間乾燥する。 

(6) 乾燥が終了したら秤量ビンを乾燥器から取り出し、デシケーター内に移す（注37）。その際、

秤量ビンは蓋をしておく。 

(7) 約 1 時間放冷し、秤量ビンごと試料重量（[絶乾後の秤量ビン込み試料重 Safter (g)]）を測定

記録し、データシートに入力する 

(8) すべての測定項目を入力し終わったら、データシート上で分析結果を自動計算させる。その

際、「異常値」欄にエラーメッセージが出た場合には、重量測定の記録や残った試料を調べ

てエラーの原因を確認し対処する。 

(9) 自動計算の結果、すべての入力データに対して異常値のエラーメッセージが出ないことを確

認したのちに、分析後の残った試料を廃棄する。。 

 

3) 含水比の計算 

土壌試料および堆積有機物試料の含水比、水分係数は、次式によって計算する。実際には、

「分析データ入力テンプレート」のシート「含水比」に上記測定の結果を入力し、自動的に

計算させる。 

 

含水比＝（Sbefore－Safter）／（Safter－WB） 

水分係数＝（Sbefore－WB）／（Safter－WB） 

Sbefore：[絶乾前の秤量ビン込み試料重(g)] 

Safter：[絶乾後の秤量ビン込み試料重(g)] 

WB：[秤量ビン重量(g)] 

 

4) 精度保証 

風乾土壌では、土壌の乾燥が十分に行われていれば含水比が 0.200 を超えることは尐ない。

含水比が 0.200 を超える場合は土壌試料の乾燥が十分でない可能性があるので、試料を室温

でさらに数日乾燥させてから再測定を行う。 

次節「4. 炭素および窒素濃度分析」において、「4-2) 絶対精度の保証」のために標準試料

を分析することとされている。そのためには含水比のデータが必要であり、指導取りまとめ

業務受託者から提供された標準試料の含水比も同様に測定する。 

 

                                                   

注37 乾燥後の操作は、軍手の使用など、火傷しないように注意する。また乾燥後試料をそのま

ま放置すると試料が空気中の水蒸気を吸収するので、乾燥後すみやかに秤量ビンの蓋をしてデシ

ケーター内に移す。 
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4. 炭素および窒素濃度の分析 

1) 装置 

 乾式燃焼法による分析装置（NC アナライザー、CN コーダー等） 

 分析用電子天秤（0.1mg (=0.0001g)単位で測定できるもの、標準試料については 0.01mg

単位で測定することが望ましい） 

 

2) 方法 

使用する分析装置の操作手順にそって分析を行うが、以下の点に注意する。 

 

 炭素および窒素濃度の分析には、土壌試料および堆積有機物試料ともに分析用に分け取っ

た試料を用いる。 

 供試する試料重量（分析試料重(mg)）は、分析する試料の炭素濃度に応じて変更する。試

料が有機物か土壌か、あるいは、表層土壌か下層土かなどの違いにより、炭素や窒素の濃度は

最大で 1000 倍以上の違いがある。乾式燃焼法による機器分析では、機械は CO2や N2の絶対

量を測定しているので、試料の炭素窒素の予想濃度に応じて供試試料重量を調整する必要があ

る。 

 試料重量は多すぎても尐なすぎても、測定誤差が大きくなる。検量線法で測定する場合に

は、検量線を作成した標準物質の C と N の絶対量の範囲内で測定するのが原則である。試料

重量は、検量線上において標準試料が示す最大の炭素量を超えず、また、それに近いことが望

ましい。 

 静電気は電子天秤の秤量機能に障害を与えるので、試料や自分自身が帯電していないこと

を確認する。帯電していた場合は、十分に放電する。 

 分析は 2 連で行う。ただし、2 連の分析を、同じ検量線を利用する１ロットの分析に入れて

はならない。2 回目の分析は、検量線を作り直して行う（注38）。 

 

 

3) 炭素および窒素濃度の計算（注39） 

土壌試料および堆積有機物試料の炭素および窒素濃度は次式によって計算する。実際には、

「分析データ入力テンプレート」のシート「CN 分析」に上記の測定結果を入力し、自動的

に計算させる。 

データ入力の際は、CN 分析シートに試料 ID、層位のほか、分析 No.（全測定サンプルの

通し番号）、分析年月日、分析試料重(mg)も必ず入力する。これらの情報は、次項に述べる分

                                                   

注38 2 回目の測定は、分析装置の調子を確認するためにも、別の日に測定することが望ましい。 

注39 炭素および窒素濃度は水分係数を乗じて、絶乾土あたりの濃度とする。水分係数のもとに

なる水分量の測定は炭素および窒素濃度の分析時に行う。また、分析値の報告は g/kg 単位で行う。

分析装置によっては、測定結果がパーセント表示されることがあるので、十分に注意する。パー

セント表示の値は、1%＝10 g/kg で換算できる。 
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析精度を確認する際に利用される。 

 

絶乾土あたりの炭素濃度 ＝ 炭素濃度の測定値(g/kg) × 試料の水分係数 

絶乾土あたりの窒素濃度 ＝ 炭素濃度の測定値(g/kg) × 試料の水分係数 

 

4) 分析精度の保証 

炭素および窒素濃度の測定結果は、「分析データ入力テンプレート」(注40) のシート「CN

分析」に入力し、自動計算、精度分析、結果のまとめを行う。その際の分析の精度管理は、

以下の２つの方法で行う。 

 

4-1) 繰り返し精度の保証 

2連の分析値のばらつきが、以下の繰り返し精度管理基準を満たしていることを確認する。

これを満たしていない場合は、精度管理基準を満たすまで再測定を行う。精度管理基準のチ

ェックは、分析結果を「分析データ入力テンプレート」に入力すれば、自動計算することが

できる。 

 

(1) 絶乾土あたりの炭素濃度 

a.  2 つの値の平均が 10g/kg 未満の場合、それら 2 つの値の差が 1.13g/kg 以下であること 

b.  2 つの値の平均が 10g/kg 以上 50g/kg 未満の場合、変動係数（標本標準偏差÷平均×100）

が 8%以下であること 

c.  2 つの値の平均が 50g/kg 以上 600g/kg 以下の場合、変動係数が 4%以下であること。 

 

(2) 絶乾土あたりの窒素濃度 

a.  2 つの値の平均が 5g/kg 未満の場合、それら 2 つの値の差が 1.41g/kg 以下であること。 

b.  2 つの値の平均が 5g/kg 以上 10g/kg 未満の場合、変動係数（標本標準偏差÷平均×100）

が 20%以下であること。 

c.  2 つの値の平均が 10g/kg 以上 30g/kg 以下の場合、変動係数が 10%以下であること。 

 

4-2) 絶対精度の保証 

乾式燃焼法による一連の炭素および窒素濃度分析が適切に行われていることを確認するた

めに、精度管理用標準試料（以下、標準試料）(注41)を未知試料に割り込ませて分析する。 

                                                   

注40 土壌および堆積有機物の炭素濃度は通常 600g/kg を超えないので、「分析データ入力テン

プレート」では炭素濃度の計算結果が 600g/kg を超えた場合に警告が出る。警告が出されたら、

測定値の入力の間違いや機械の不調が考えられるので、データ入力や測定が正しく行われている

か確認を行い、600g/kg を超えた原因を明らかにする。同様に窒素濃度の計算結果が 30g/kg を超

えた場合にも警告が出るので、確認を行い、原因を明らかにする。 

注41 標準試料は、複数の分析装置により、複数回の分析を行って精度が確かめられており、指

導とりまとめ業務受託者から提供される。標準試料のセットには、堆積有機物と土壌について、
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標準試料は、一連の未知試料分析の途中に、50 個につき 1 個の目安で割り込ませて、未知

試料と同様に分析する。未知試料が 50 点に満たない場合でも、検量線が異なる場合には、必

ず標準試料を 1 点割り込ませて分析する。標準試料は絶対精度の検証にだけ用いるので、繰

り返し分析する必要はない。 

例）1 回のサンプルが 50 個の場合 

サンプル１、サンプル 2、・・・サンプル 25、標準試料、サンプル 26、・・・サンプル 50 

 

標準試料の炭素および窒素濃度の測定結果は、「分析データ入力テンプレート」に入力して、

指導取りまとめ業務受託者の指示に従って報告する。 

指導取りまとめ業務受託者は、分析業務受託者の分析結果と指導取りまとめ業務受託者が

確定させた分析値とを２連の測定とみなして、上述 4-1）繰り返し精度の保証に示される基

準に従って精度確認を行う。精度管理基準を満たさない標準試料が見つかった場合には、そ

の標準試料を含む一連の分析に何らかのエラーが発生していた可能性があるので、当該標準

試料と同時に分析した未知試料は、原則としてすべて再測定とする。 

 

5) 参考文献 

土壌環境分析法編集委員会編、土壌環境分析法、博友社、1997 年、ISBN4-8268-0168-8 

 

                                                                                                                                                               

それぞれ１点の濃度既知の試料が添付される。 
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質問と回答 

１．試料調整 

Q1：礫が風化していて、指で強くつぶすと崩れる。土壌としてどこまで篩って良いのか判断

しにくい。 

A1：判断に迷った場合は、風化礫の一部を水に浸して、指で押すと潰れて脱落する部分は土

壌と考える。この基準は、円筒処理による礫量評価の方法に対し、基準の整合性を確保でき

る。 

 

Q2：化学性の土壌試料を乾燥する際に石や礫を取り除くが、どの程度まで取り除けばよいか。 

A2：風乾後の処理をやりやすくするために取り除くので、時間をかける必要はない。大きな

石や根を取り除き、細根の固まりから土を分け、粘土質の固まりを細かくしておくと、土壌

試料の調整が楽になる。とくに、粘土が固結すると、砕くのに相当力がいるだけでなく、調

整するときに石も砕いてしまう恐れがある。 

 

Q3：試料がなかなか乾かない。 

A3：試料は放って置いても乾かない。乾燥中は毎日軽く攪拌あるいは天地返しを行って、湿

った部分を表面に出すようにする。そうすれば、1～2 週間程度で乾燥する。乾燥が悪いと、

微粉砕の際に、機器に試料が付着し、作業効率が悪くなる。 

 

Q4：分析用試料が乾かないので乾燥機を使用してよいか。 

A4：30 度以下の温度で通風（送風）乾燥機を使用して乾燥してもよい。強すぎる送風で飛散

しないよう気をつける。ただし、乾燥機を使用する場合でも毎日かきまぜること。 

 

２．化学分析 

Q1：微粉末試料は Yanaco では 0.5mm となっているが、0.2mm が必要か。 

A1：繰り返し分析のばらつきを検討し、0.5mm でも精度が出るならばよい。粉砕は細かい方

が精度は向上する。 

 

Q2：試料が静電気を帯び、秤量しにくい。また、電子天秤の値が安定しない。 

A2：冬場の乾燥した室内では帯電することがある。帯電防止器具や除電装置で改善できるこ

とがある。ただし、天秤の性能にもより電気の質が原因で安定しない時もある。そのような

ときは、天秤の性能が安定する時間帯を探してみる。重量測定は、水分測定、炭素濃度とも

に、分析精度に影響する値なので、十分な注意が必要である。 

 

Q3：分析は 2 回の繰り返しを連続して行ってよいか。 

A3：2 回目の分析は別の検量線を作り直して行う。同じ検量線で連続して測定すれば精度が

高いのは当然であり、機械の調整や検量線の違いがあっても保証される値が必要である。 

 



 C-30 

Q4：分析精度が確保できない。 

A4：しばらく使っていない機械は精度が低下することがある。サービスエンジニアを呼んで

点検することを勧める。 

 

Q5：室内分析の研修も行ってほしい。 

A5：指導取りまとめ業務受託者において、室内分析の研修を受け入れている。ただし、試料

収集分析業務受託者が使用している機器とは異なる場合がある。再委託先の都道府県が希望

する場合は、指導取りまとめ業務受託者の指導の下、短期研修等として分析することも可能

である。 

 

３．その他 

Q1：指導取りまとめ業務受託者に調査地から携帯電話で直接問い合わせたい。 

A1：問い合わせていただいてかまわない。 

 

Q2：地権者に調査した情報を提供してよいか。 

A2：写真は提供してよい。炭素蓄積量も提供してよいが分析値の確定には時間かかることを

了承していただきたい。なお、地権者が調査結果を外部に提供する場合は事前に林野庁に相

談いただくようお願いする。 

 

 


