
1. 目的・趣旨 

京都議定書第一約束期間の開始に向け、森林吸収源計測・活用体制整備強化事業をはじ

めとする各種事業の中で、京都議定書３条３項及び４項に関し、新規植林、再植林、森林

減少の把握及び森林経営が実施されている森林による炭素吸収・排出量の算定方法の確立

が行われてきた。 
森林吸収量の算定・報告に当たっては、森林の地上部バイオマス、地下部バイオマス、

枯死木、リター及び土壌中に含まれる炭素量を報告する必要があり、これまで、地上部及

び地下部バイオマスについては、主要樹種のバイオマス調査を行い、バイオマス拡大係数、

Root-Shoot比、容積密度を算出し、その傾向を分析するなど、その量に関する知見を収集

してきた。 
枯死木、リター、土壌中の炭素量の算定については、センチュリーモデルを改良したモ

デル（CENTURY-jfos）により算定・報告を実施している。このモデルを適用するに当た

っては、地上部をはじめとするバイオマス情報との相互性を検証し、モデルに与えるパラ

メータの透明性を確保する必要があるため、森林の枯死木、リター（落葉、落枝等）及び

土壌中に含まれる炭素量について、全国的に実証データを収集・把握することが必要であ

る。このため平成18年度から平成22年度にかけて、全国の森林のこれら３プールに含まれ

る炭素量の調査・分析が行われてきた（第一期調査）。 
 第一期調査の終了後、平成23年度からは二巡目の調査（第二期調査）が開始された。こ

の調査の目的は、第一期の調査地点を再度調査することで、３プールの炭素蓄積量の変化

量を明らかにし、CENTURY-jfosによる吸排出量の報告の精度を高めることである。 
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2. 事業の実施体制 

本事業では、別途実施された試料収集分析業務の受託者に対する調査方法の指導、現地

調査ならびに試料の分析の精度管理を行い、全国の調査結果の取りまとめと吸収･排出量の

算定報告への反映方法の検討を行う。これらの事業は独立行政法人森林総合研究所（以下、

森林総研）立地環境研究領域が中心となり、森林総研各支所の立地部門研究者と共に行わ

れた（図２－１）。 
具体的には、試料収集分析業務の受託者に対する調査方法の指導及び調査マニュアルの

作成は、立地環境研究領域と各支所が分担して行った。試料収集分析業務の現地調査結果

および試料調整と炭素分析の精度管理は立地環境研究領域と九州支所が担当した。調査結

果の集約は立地環境研究領域で行った。調査結果の吸収･排出量算定報告への反映方法の検

討は立地環境研究領域、四国支所及び九州支所が担当した。 
また、年度末には、調査方法の改善や算定報告への反映方法について検討を行うため、

３名の有識者を招いた検討会を開催した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－１ 試料収集分析業務受託者との関係 
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3. 調査・分析方法 

3.1. 調査地点 
調査は、地上部バイオマス情報等との対比が可能となるよう、林野庁が実施している森

林生態系多様性基礎調査（以下「森林資源モニタリング調査」という）の特定調査プロッ

ト（格子点IDの末尾が「０」と「５」の調査プロット）で、かつ、第一期森林土壌インベ

ントリ調査を平成21年度に実施したプロットを中心に行った。ただし、過去の森林資源モ

ニタリング調査でモニタリング不適地と判定された場合は調査対象プロットから除外した。 
 
3.2. 現地調査および試料採取 
現地調査および試料採取については森林総研が確立した方法（「第二期 森林土壌インベ

ントリ方法書（１）野外調査法 第２期改訂版」）により行った。概要は以下のとおりであ

る。 
①  各調査プロットを、カテゴリＡとカテゴリＢに区分した。カテゴリＡの調査プロッ

トでは、概況調査、枯死木調査、リター（堆積有機物量）調査、土壌炭素蓄積量調査

を行った。カテゴリＢの調査プロットでは概況調査と枯死木調査のみを行った。カテ

ゴリＡとカテゴリＢの調査プロット数の比は、おおよそ１：１となるように調査地点

を配分した。 
②  概況調査では、森林資源モニタリング調査プロットの中心杭および外周杭の確認、

植生（林種）調査、地形概況調査を行った。また、試験地の概況を把握するため、中

心杭から北、東、南、西の４方向について林相写真の撮影を行った。 
③  枯死木調査のうち倒木と根株については、IPCC のLULUCF-GPG に記載されてい

るラインインターセクト法で測定した。森林資源モニタリング調査プロットの大円内

で、南北方向と東西方向の直径ラインと交差する直径5 cm以上のすべての粗大な木質

枯死有機物（倒木や根株など）およびライン上の高さが1.5 mまでの倒木（風倒などで

傾いた枯死木）についてライン上の直径を測定し、樹種と腐朽の程度（分解度）を判

定した。測定した直径から分解度別の木質枯死有機物の材積を計算し、これに分解度

に応じた材密度及び炭素含有率を乗じて炭素蓄積量を算出した。 
④  枯死木調査のうち立枯木と更に根株については、帯状の全数調査法で測定した。ラ

インの両側各1 mの範囲内に存在する立枯木、根株について直径と高さを測定し、樹種

と分解度を判定した。直径と高さから地上に露出した部分を円柱体や円錐体と仮定し、

直径から地下部の材積を推定して木質枯死有機物の材積を計算し、これに分解度に応

じた材密度及び炭素含有率を乗じて炭素蓄積量を算出した。根株は、ラインインター

セクト法で記載した場合でもこの全数調査法でもう一度測定した。 
⑤  リター（堆積有機物量）調査については、森林資源モニタリング調査プロットの大

円内の４地点において調査を行った。４地点の具体的な選定方法は「第二期 森林土壌
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インベントリ方法書（１）野外調査法 第２期改訂版」（A-27ページ）に従った。林床

に堆積している有機物からまず落枝であるＴを取り分け、残りを分解程度からＬ層、

Ｆ層及びＨ層に区分し、それぞれの層の厚さを計測し、0.25 m2（50 cm×50 cm）の面

積で各層毎に試料を採取した。 
⑥  土壌炭素蓄積量調査については、上記リター調査を実施した４地点において行った。

深さ40 cm程度の土壌断面を作成し、層位や石礫率等の断面記載と写真撮影を行い、深

さ0～5 cm、5～15 cm、15～30 cm の３層に区分した。各層で目視により石礫率を判

定し、各層から炭素分析用の土壌試料と定積細土重測定用の定体積試料を採取した。 

 
3.3. 試料調整および分析 
炭素量分析用の土壌試料および堆積有機物試料の調整、定積細土重の測定、炭素量の測

定については森林総研が確立した方法（「第二期 森林土壌インベントリ方法書（２）炭素

分析・データ入力 第２期改訂版」）により、試料収集分析業務受託者が行った。概要は次

の通りである。 
 

3.3.1. 定積細土重の測定 
定積細土重測定用の定体積試料について、全乾燥重量から礫・根重量を差し引いて細

土重量を求める方法で、一定容積当たりの細土の重量（定積細土重）を測定した。 
 
3.3.2. 炭素量分析用試料の調整 

土壌試料については、室温で一定重量になるまで乾燥させた後、土塊をつぶしながら円

孔篩（口径 2 mm）でふるい、礫や根などの植物遺体を取り除いた。篩を通過した土壌を良

く混合し、分析試料用チャック付きポリ袋と試料保存用チャック付きポリ袋に取り分けた。 
堆積有機物試料については、恒温乾燥機で 70℃、48 時間乾燥させた後、試料粉砕機で粉

砕し、2 mm 未満の試料に調整した。試料をよく混合し、分析試料用チャック付きポリ袋と

試料保存用チャック付きポリ袋に取り分けた。 
 

3.3.3. 含水比の測定 
 土壌試料については、試料（2～3 g）を105℃、24時間の条件下で乾燥した際の重量減少

から含水比を計算した。堆積有機物試料については、試料（1 g）を70℃、24時間の条件下

で乾燥した際の重量減少から含水比を計算した。 
 
3.3.4. 炭素量の分析 
 炭素濃度の分析は乾式燃焼法による分析装置を用いた。分析は二連で行い、以下に示す

分析値の精度管理基準により、基準から外れる場合は基準を満たすまで、再分析を実施し

た。また、分析の信頼性を確認するために、分析値が既知の標準試料を50試料につき１点
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程度の割合で測定した。 
 
3.3.5. 分析の精度管理基準 
3.3.5.1. 繰り返し精度の保証 
ア）絶乾土あたりの炭素濃度 

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

ること。 
ｂ．２つの値の平均が10 g/kg 以上50 g/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50 g/kg 以上600 g/kg 以下の場合、変動係数が4%以下である

こと。 
イ）絶乾土あたりの窒素濃度 

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

ること。 
ｂ．２つの値の平均が5 g/kg 以上10 g/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10 g/kg 以上30 g/kg 以下の場合、変動係数が10%以下である

こと。 
3.3.5.2. 絶対精度の保証 

試料収集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、上記3.3.5.1の繰り返し精度の保証に示される基準に従って精

度確認を行った。 
 
3.4. 炭素蓄積量の計算 
3.4.1. 枯死木プールの炭素蓄積量 
 ラインインターセクト法で測定した倒木と根株プールの炭素蓄積量は、枯死木の分解度

別に以下の式に従って計算し、その結果を合計した。 
 
 枯死木炭素蓄積量(kg/m2)＝Σ分解度別枯死木炭素蓄積量(kg/m2) 
 分解度別枯死木炭素蓄積量(kg/m2)＝材積(m3/ha)×材密度(g/cm3)×炭素濃度(g/kg)×10-4 
 
ここで、 

   材積＝
( )

( ))m()m(8
10(mm)

21-2

＋東西ライン長南北ライン長

枯死木直径π

×
∑ ××  

   材密度：樹種（判別不明を含む）と分解度によって異なる定数（表３−１） 
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である。 

 

表３−１ 枯死木の分解度別材密度 

分解度 材密度(g/cm3) 
針葉樹 広葉樹 判別不明 タケ類 

0 0.347 0.495 0.421 0.224 
1 0.347 0.495 0.421 0.209 
2 0.278 0.399 0.3385 0.155 
3 0.206 0.303 0.2545    − 
4 0.148 0.207 0.1775    − 
5 0.112 0.112 0.112    − 

 
全数調査法で測定した立枯木と根株プールの炭素蓄積量は、枯死木の分解度別に以下の

式に従って計算し、その結果を合計した。 
 
 枯死木炭素蓄積量(kg/m2)＝Σ分解度別枯死木炭素蓄積量(kg/m2) 
 分解度別枯死木炭素蓄積量(kg/m2)＝材積(cm3/m2)×材密度(g/cm3)×炭素濃度(g/kg)×10-6 
 
ここで、 

 材積(cm3/m2)＝ ( )
( ))()()(2

VV(V)VVV 11

mmm
DnDjDSmSiS

��� 東西ライン長南北ライン長 +×

+⋅⋅⋅++⋅⋅⋅+++⋅⋅⋅++⋅⋅⋅+  

m：当該格子点で測定された根株の合計本数 
n：当該格子点で測定された立枯木の合計本数 

VSi： i 番目の根株の体積 (cm3) 

VDj： j 番目の立枯木の体積 (cm3) 

材密度：樹種（判別不明を含む）と分解度によって異なる定数（表３−１） 

である。 

 どちらの方法においても、樹種や分解度に関わらず枯死木の炭素濃度は 500g/kg とした。 

 

3.4.2. リタープールの炭素蓄積量 
リタープールの炭素蓄積量は、採取した４地点それぞれについて枝（Ｔ）、Ｌ、Ｆ、Ｈ

層別に以下の式に従って計算し、その合計値について４地点の平均値をとった。 
 
堆積有機物炭素蓄積量(kg/m2)＝試料乾重(g)÷採取面積(m2)×炭素濃度(g/kg)×10-6 

 
ここで、 
採取面積(m2)＝0.25(m2)×cos(傾斜角) 
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試料乾重(g)：各地点の各層別乾燥重量 
炭素濃度(g/kg) ：各層別の分析値（４地点とも同じ） 

である。 
 
3.4.3. 土壌プールの炭素蓄積量 

土壌プールの炭素蓄積量は以下の式に従って各深さ別に計算し、その合計値について４

地点の平均値をとった。 
 
土壌炭素蓄積量(kg/m2) 

＝土壌体積(m3/m2)×定積細土重(Mg/m3)×炭素濃度(g/kg)×(1－石礫率(%)÷100) ×10-1 
 
ここで、 
定積細土重(Mg/m3)：定容積中の細土重量 
石礫率(%)：断面記載の石礫率(%) 

である。 
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4. 調査の品質確保 

4.1. はじめに 
調査・分析の品質を保つため、森林吸収源インベントリ情報整備事業の指導とりまとめ

業務の一環として、野外調査方法を詳細に記述した方法書3) を作成するとともに、調査方法

に関する講習会を開催し、調査が的確に行われるように指導した。また試料調整および化

学分析についても方法書4) を作成するとともに、精度基準を設けて分析精度の向上を図った。

さらに野外や室内で得られたデータの入力を援助するソフト（データ入力テンプレート）

を準備した。入力された値については元の野帳と比較し入力に誤りがないことを確認した。 
以上のデータの品質を保つ様々な努力を行っても、測定結果の記載ミスなどの人為エラ

ーを避けることは難しい。そこで、土壌学におけるこれまでの知見や、リターや土壌の炭

素濃度に関する国際的な基準、さらには統計学的手法に基づき、データの品質管理基準を

設定した。 
 
4.2. QA/QC 基準の設定*1 
 リターは土壌学では泥炭土とともに有機質土壌物質に位置づけられ、国際的な土壌分類

である WRB 1) や米国土壌分類 5) では、リターについては水で飽和されない土壌とし、炭

素濃度 20% 以上と定義されている。そこで本事業でもリターは炭素濃度 20%（200 g/kg）
以上とし、20%（200 g/kg）未満の場合には異常値とすることにした。 
 本事業の土壌は土壌学でいう鉱質土壌物質に相当する。WRB 1)や米国土壌分類 5)では無

機質土壌物質を炭素濃度 20%（200 g/kg）未満と定義している。ただし火山灰土壌は有機

物集積能力が高い特殊な土壌であり、無機質土壌物質であっても炭素濃度が 20%を越える

場合があることから、米国土壌分類 5)では火山灰土壌に対してはこの基準を適用しないとし

ている。実際、わが国においても黒色土では炭素濃度 20%以上の土壌が報告されている。

ただし 25%を超えることはほとんどない。そこで土壌については炭素濃度 25%（250 g/kg）
未満とし、 25%（250 g/kg）以上の場合は異常値とすることにした。 
 本事業の目的は、我が国の炭素蓄積量を把握することであるため、土壌乾燥密度は、一

定体積あたりの細土乾燥重としており、林野土壌でこれまで用いられてきた細土容積重と

は異なる。従来の細土容積重は、一定体積に含まれる細土乾燥重を石礫の体積と根などの

粗大有機物の体積を除いた空間の体積で除したものである。それに対して、本事業の土壌

乾燥密度は、一定体積に含まれる細土乾燥重をその体積で除したものである。その際に分

母となる体積には石礫の体積と根などの粗大有機物の体積も含まれるため、本事業の土壌

乾燥密度は、従来の細土容積重に比べて小さな値になる。なお農地土壌で容積重（bulk 
density）という場合は、一定体積の土壌乾燥重をその体積で除したものである。農地土壌

では一般に石礫や粗大有機物をあまり含まないことから、採土円筒で採取した土壌を石礫

∗1 QA とは Quality Assurance（品質保証）、QC とは Quality Control（品質管理）のことである。 
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や粗大有機物を除かずにそのまま乾燥して重量を測定し、その円筒の容積で除したものを

容積重という。以上より、本事業の土壌乾燥密度は従来の細土容積重や容積重とも異なる

ことから、「定積細土重」と呼ぶことにする。 
 細土容積重、定積細土重、容積重の関係を、石礫や根を含む土壌を例に説明する。400 cm3

の採土円筒で採取した土壌に、石礫と根が含まれており、それらの体積がそれぞれ 30 cm3、

10 cm3、重量がそれぞれ 60 g、0.2 g の場合、細土容積重、定積細土重、容積重は、それぞ

れ 0.556 g/cm3、0.500 g/cm3、0.651 g/cm3になる。このように石礫を含む土壌では、定積

細土重＜細土容積重＜容積重の関係になる。 
 

 
 

図４−１ 同一土壌における細土容積重、定積細土重、容積重の違いの例 

 
 
土壌密度は、含まれる粒子の比重が等しければ粒径が大きいほど大きくなる関係にある。

そのため粒径が大きい砂質土壌は粒径の細かな粘土質土壌に比べて土壌密度は大きくなる。

土壌は圧力を受けると、土壌に含まれる粒子間のスペースが減少し、その結果として土壌

密度は高まる。このことから、強度の圧密を受けた砂壌土の土壌密度（この場合は容積重）

1.9 Mg/m3という米国の農地土壌の例 2)は土壌密度の最大と考えてよいであろう。わが国の

森林土壌が圧密を受けることは一般的にはなく、細土容積重が 1.5 Mg/m3 を超えることは

稀である。先に述べたように定積細土重は、細土容積重や容積重よりも小さい関係にある

ことから、その値が 2.0 Mg/m3 を超えることは非常にありえないと考えらえる。そこで定

積細土重が 2.0 Mg/m3以上の場合には異常値とすることにした。 
 さらに土壌の炭素濃度と定積細土重に対しては統計的手法によっても異常値を摘出した。

方法としては Smirnov-Grubbs の外れ値の検定（上側 0.5%）を行った。その際に１格子点

内のすべての試料（ＮＥＳＷの４地点のそれぞれで、0～5、5～15、15～30 cm 深の３層位

項目 体積
(cm3)

重量
(g)

石礫１ 20 40

石礫２ 10 20

石礫合計 30 60

根 10 0.2

石礫と根の合計 40 60.2

石礫

根

体積400cm3, 細土重量200g

細土容積重 = 200 / (400 – 30 - 10) = 0.556 g cm-3

定積細土重 = 200 / 400 = 0.500 g cm-3

容積重 = (200 + 60 + 0.2) / 400 = 0.651 g cm-3
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による最大 12点）を１グループとし、炭素濃度と定積細土重のそれぞれについて解析した。

ただし炭素濃度について最表層（0～5 cm）が外れ値になった場合は除外の対象から外した。

その理由は最表層の炭素量はばらつきが大きいことが経験的に知られているためである。 
 
4.3. 基準の適用方法 
4.3.1. 堆積有機物試料の炭素濃度 
 堆積有機物試料は、東西南北４地点の混合試料であるため、QA/QC 基準によってＴ、Ｌ、

Ｆ、Ｈのいずれかの炭素濃度が異常値となった場合は、当該格子点は堆積有機物の集計か

ら除外した。図４−２のように、Ｆ層の炭素濃度が QA/QC 基準を満たさなかった場合、そ

の格子点は集計から除外される。 
 

 
4.3.2. 土壌（鉱質土壌）の炭素濃度および定積細土重 

QA/QC によって土壌の炭素濃度あるいは定積細土重に異常値があることが明らかになっ

た東西南北の調査地点における土壌のデータは集計から除外した。図４−３の場合には、Ｎ

地点は未調査であり、Ｅ地点は 15～30 cm の定積細土重が欠測しているので、QA/QC 基準

適用前には、ＳとＷの２地点の炭素蓄積量の平均値をこの格子点の炭素蓄積量として計算

したが、Ｓ地点の 0～5 cm の炭素濃度が QA/QC 基準適用の 250 g/kg を超えていたために

Ｓ地点も計算から除外され、Ｗの１地点の炭素蓄積量がこの格子点の炭素蓄積量となる。 

 

図４−２ 堆積有機物炭素蓄積量の計算での除外例 

例 F層の炭素濃度＜ 200g kg-1の場合

T
L
F
H

N,E,S,W,4地点の
堆積有機物重

T
L
F
H

4地点混合試料の
炭素濃度

4地点の炭素量
（各層位の炭素量の合計）

＝

→ 4地点すべてで炭素量が算出できないため，その格子点は集計対象外になる

格子点の炭素量
（地点間の平均）

平均値が出せない

T
L
F
H
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図４−３ 土壌炭素蓄積量の計算例 

 
4.4. 結果および考察 
リターについては QA/QC 基準の適用によって炭素濃度の異常値が 15 層位、専門家によ

る断面チェックでの異常が 1 層位で検出され、調査地点数は 185 から 182 へ減少した。し

かし、これによる炭素蓄積量の平均値、標準偏差、標準誤差への影響はほとんどみられな

かった（表４－１）。 
土壌については、QA/QC 基準によって専門家による試料調整チェックでの異常が 41層、

定積細土重の異常値・外れ値がそれぞれ 0 層位／32 層位発生し、炭素濃度の異常値・外れ

値がそれぞれ 103 層位／2 層位発生した。それらを除外した結果、格子点数は 185 から 179
に減少した（表４－３）。土壌炭素蓄積量計算に用いられる格子点内の地点数は４地点、３

地点、２地点、１地点の格子点数がそれぞれ 158→89、16→57、9→21、1→11 と変化した。

炭素蓄積量は基準適用前（9.19kg/m2）に比べて基準適用後は 8.72 kg/m2とやや少なくなっ

た。標準偏差、標準誤差も基準適用後にやや少なくなった。 
以上のように、QA/QC 基準適用によって層位数の低下は見られたものの格子点が減少す

るケースは比較的少なかった。特にリターにおいて炭素濃度異常値の発生が少なく、基準

適用前後で炭素蓄積量の変化が少なかったのは、収集分析業務への指導や事前のデータチ

ェックが効果をあげたためと推察される。一方、土壌では QA/QC 基準適用によって平均炭

例 N地点（未調査），E地点（定積細土重欠損），S地点（QA/QC基準外）

N地点

→ Wの１地点で計算

0-5

5-15

15-30

＝
0-5

5-15

15-30

× ×(1-各石礫率)

0-5

5-15

15-30

0-5

5-15

15-30

＝
0-5

5-15

15-30

× ×(1-各石礫率)

0-5

5-15

15-30

E地点

S地点

W地点 0-5

5-15

15-30

＝
0-5

5-15

15-30

× ×(1-各石礫率)

0-5

5-15

15-30

定積細土重 炭素濃度 地点の炭素量 格子点の炭素量

--------------------- 未調査 ‐------------------

0-5

5-15

15-30
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素蓄積量の低下が見られた。これは、基準の適用によっておもに炭素濃度の高い試料が除

外されたためである。しかし、除外対象となったデータの一部はもともと炭素蓄積量が高

い有機質土壌だった可能性もあり、これらのケースに関しては今後の検討が必要であると

考えられる。 
 
 

表４−１ リターに対する QA/QC 基準適用前後の格子点数と炭素蓄積量 

 格子点数  
炭素蓄積量

(kg/m2) 
 

  平均 標準偏差 標準誤差 
QA/QC 適用前 185 0.35 0.20 0.015 
QA/QC 適用後 182 0.35 0.20 0.015 

 
 

表４−２ リター炭素蓄積量計算に用いる各格子点の地点数別の格子点数 

 ４地点 ３地点 ２地点 １地点 

QA/QC 適用前 159 16 9 1 
QA/QC 適用後 157 16 8 1 

 
 

表４−３ 土壌に対する QA/QC 基準適用前後の格子点数と炭素蓄積量 

 格子点数  
炭素蓄積量

(kg/m2) 
 

  平均 標準偏差 標準誤差 
QA/QC 適用前 185 9.19 4.15 0.305 
QA/QC 適用後 179 8.72 3.80 0.284 

 
 

表４−４ 土壌炭素蓄積量計算に用いる各格子点の地点数別の格子点数 

 ４地点 ３地点 ２地点 １地点 

QA/QC 適用前 158 16 9 1 
QA/QC 適用後 89 57 21 11 
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5. 調査結果 

5.1. 調査実施地点 
平成 26 年度に予定した調査地点は 467 地点であったが、実際に調査ができたのは 386

地点であった。予定数に対する完了数の割合（達成率）は 82.7%で、昨年度（78.9％）に比

べて高かった。調査ができなかった理由としては、森林所有者の所在不明・所有者による

不承諾等により調査実施の承認が得られない（60 地点）、林道崩壊・道路通行止め・到達

時間確保の困難等により調査地へ到達することができない（19 地点）といったものがあっ

た。このほか、積雪のために調査ができなかった地点も２地点あった。また、調査地点が

天然記念物のミヤマキリシマ群落内にあり、撹乱を防ぐために枯死木の調査のみ行い、試

料採取はしなかった地点も１地点あった。 
カテゴリ別の達成率はカテゴリ A で 80.6%、カテゴリ B で 84.7% と調査項目の少ない

カテゴリ B で若干達成率が高かった（表５－１）。本年度の調査予定地点のほとんどは第１

期において平成 21 年度に調査が行われた地点だった（表５－２）。 
 

表５−１ カテゴリごとの実施結果（調査完了箇所数） 

カテゴリ 予定数 完了数 
達成率

（％） 
A 232 187 80.6 
B 235 199 84.7 
計 467 386 82.7 

 
 

表５−２ 第一期調査の実施年度ごとの実施結果（調査完了箇所数） 
第一期調査

の実施年度 
予定数 完了数 

達成率

（％） 
H.19 1 1 100.0 
H.20 39 30 76.9 
H.21 426 354 83.1 
新規 1 1 100.0 
計 467 386 82.7 

 
 
達成率には地域ごとに違いが見られた。達成率が高かったのは北海道地域と東北地域、

近畿地域で、それぞれ 91.1%、87.4%、88.6%であった。一方、中部地域、中国地域では達

成率は 75%以下と低い傾向にあった（表５－３）。 
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表５−３ 地域ごとの実施結果（調査完了箇所数） 

地域 予定数 完了数 
達成率

（％） 
北海道 101 92 91.1 

東北 87 76 87.4 

関東 18 15 83.3 

中部 73 53 72.6 

近畿 44 39 88.6 

中国 26 16 61.5 

四国 56 46 82.1 

九州 62 49 79.0 

計 467 386 82.7 

 
5.2. 枯死木、リター、土壌の炭素蓄積量 
平成 26 年度の枯死木、リター、土壌の炭素蓄積量の平均値を表５−４に示す。どのデー

タも「データの品質管理」における QA/QC 基準を通過したデータに基づき計算した。 
枯死木の炭素蓄積量は２種類の方法で計算した。一つはラインインターセクト法で測定

された倒木・根株のデータにより計算したもので、第一期調査で用いた方法と同様である。

もう一つは、ラインインターセクト法で得られた倒木データに、全木調査法で得られた根

株・立枯木の測定データを加えて計算した方法で、第二期調査で新たに計算できるように

なった方法である。枯死木炭素量は第一期調査と同じ方法では 0.29kg/m2 だったが、新た

な方法では約２倍の 0.64 kg/m2となった。これは、調査法の変更により調査対象となった

根株の数が増えたことと、新たな方法では立枯木の調査が加わったことによる。また、リ

ターの炭素蓄積量は 0.35 kg/m2、土壌の炭素量は 8.74 kg/m2 であった。３プールを合わせ

た合計は 9.41 kg/m2であった。 
 

表５−４ 炭素蓄積量の比較 

プール 格子点数 
平均

（kg/m2） 
標準偏差

（kg/m2） 
標準誤差

（kg/m2） 
枯死木（第一期調査と同じ方法） 386 0.29 0.43 0.02 

枯死木（第二期の新たな方法） 386 0.64 0.86 0.04 

リター 182 0.35 0.20 0.01 

土壌 179 8.74 3.76 0.28 

３プール 176 9.41 3.88 0.29 
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6. 第一期調査との比較 

6.1. 枯死木の炭素蓄積量の比較 
枯死木の炭素蓄積量について、平成 26 年度と第一期調査の比較を表６－１に示す。平成

26 年度の枯死木の炭素蓄積量は第一期調査と同じ方法での計算方法の結果を示している。

それぞれの平均値は、第一期調査では 0.42 kg/m2、平成 26 年度では 0.29 kg/m2であり、

本年度の枯死木炭素蓄積量は第一期にくらべて小さかった（P < 0.01, Mann-Whitney test）。 
平成 26 年度に調査を行った格子点は、第一期のおもに平成 21 年度に調査が行われてお

り、同一格子点において炭素量蓄積量の比較ができる。平成 26 年度と第一期の同一格子点

の炭素蓄積量の比較を図６－１に示す。炭素蓄積量の増減には格子点によって、ばらつき

があり、１：１のラインから外れる点も多かった。また、全体の度数分布は似たような傾

向を示したが、本年度は炭素蓄積量の値が小さい格子点数が増加した。 
 
 

表６−１ 枯死木の炭素蓄積量の比較 

実施期間 格子点数 
平均

（kg/m2） 
標準偏差

（kg/m2） 
標準誤差

（kg/m2） 

平成 26 年度 386 0.29 0.43 0.02 
第一期全体 2438 0.42 0.67 0.01 

 
 

 
図６－１ 同一格子点における第一期の枯死木炭素量との比較（N = 373） 

左：散布図、右：それぞれの調査年における度数分布図 
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6.2. リターの炭素蓄積量の比較 
リターの炭素蓄積量について、平成 26 年度と第一期調査の比較を表６－２に示す。それ

ぞれの平均値は、第一期調査では0.49 kg/m2であったのに対し、平成26年度では0.35 kg/m2

であった。平成 26 年度の蓄積量は第１期に比べて有意に小さかった（P < 0.001：
Mann-Whitney test）。 

第一期調査と平成 26 年度の同一格子点における炭素蓄積量の比較を図６－２に示す。約

５年前よりも炭素蓄積量が減少する格子点が多く、特に第一期で平均以上の高い炭素蓄積

量を示した格子点でこの傾向が顕著だった。炭素蓄積量の減少は特に L 層で大きく、これ

はおもに乾重量の減少に起因していた。また、各層でわずかではあるものの炭素濃度の低

下が認められた。 
 
 
 
 
 

表６−２ リターの炭素蓄積量の比較 

実施期間 格子点数 
平均

（kg/m2） 
標準偏差

（kg/m2） 
標準誤差

（kg/m2） 
平成 26 年度 182 0.35 0.20 0.01 
第一期全体 2432 0.49 0.32 0.01 

 

 
 

図６－２ 同一格子点における第一５～６年前のリター炭素量との比較（N = 181） 
（左：散布図、右：それぞれの調査年における度数分布図） 
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6.3.  土壌の炭素蓄積量の比較 
土壌の炭素蓄積量について、平成 26 年度と第一期調査全体の比較を表６－３に示す。そ

れぞれの平均値は、第一期調査では 6.82 kg/m2 であったのに対し、平成 26 年度では

8.74kg/m2であった。平成 26 年度の蓄積量は第１期に比べて有意に大きかった（P < 0.001：
Mann-Whitney test）。 

第一期と平成 26 年度の同一格子点の炭素蓄積量の比較を図６－３に示す。約５年前より

も炭素蓄積量が増加する格子点が多かった。本年度の頻度分布は５年前と比べると、より

正規分布に近い分布曲線を描いたが、大きい値のほうへ全体にかなりシフトした。土壌炭

素の蓄積量は、森林の撹乱などによってドラスティックな変化が起こりうる枯死木やリタ

ーとは異なり、５年程度の期間では大きく変動しないと予想される。これらの格子点で有

意な炭素蓄積量の増加が生じた原因については今後の解析が必要である。 
 
 
 
 

表６−３ 土壌の炭素蓄積量の比較 

実施期間 格子点数 
平均

（kg/m2） 
標準偏差

（kg/m2） 
標準誤差

（kg/m2） 
平成 26 年度 179 8.74 3.76 0.28 
第一期全体 2404 6.94 3.25 0.07 

 

  
 

図６－３ 同一格子点における５～６年前の土壌炭素量との比較（N = 174） 
（左：散布図、右：それぞれの調査年における度数分布図） 
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