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1.業務概要 

1-1.業務名 

平成23年度森林吸収源インベントリ情報整備事業 土壌等調査(試料収集分析業務)(西北海

道ブロック) 

 

1-2.業務箇所 

 調査対象箇所全55地点（図1-1参照） 

 

1-3.履行期間 

平成23年7月12日～平成24年2月28日 

 

1-4.業務目的 

我が国は、京都議定書第一約束期間の温室効果ガス削減目標6％のうち1,300万炭素トン

（3.8％）を森林による吸収量で確保することを目標としている。 

京都議定書に基づく森林吸収量は、国際的に定められたガイドライン等に基づき地上バイオ

マス、地下バイオマス、枯死木、リター（落葉、落枝等）、土壌の5つのプールそれぞれの炭素

蓄積変化量（吸収・排出量）を計上する必要がある。 

我が国では、枯死木、リター及び土壌（以下「3プール」という。）の炭素蓄積変化量につい

ては、プロセスモデル（CENTURY-jfos）を用いて算定しているが（「日本国温室効果ガスイン

ベントリ報告書」第7章参照）、3プールの炭素動態に関する調査データが十分ではなかったこ

とから、平成18～22年度にかけて全国的な調査を行った（第一期調査）。 

この第一期調査により我が国の3プールの炭素蓄積量を把握したところだが、モデルを用い

た算定結果のより正確な検証のためには、複数時点の炭素蓄積量をモニタリングすることによ

り炭素蓄積変化量を把握する必要があるため、引き続き3プール炭素蓄積量の第二期調査を行

うものである。 

なお、第二期調査は全国を6ブロックに分割した西北海道ブロックにおいて、株式会社セ・

プラン（北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号）が実施した。
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1-5.業務数量 

業務数量を表1-1に示す。 

 

表1-1 業務数量 

工種 数量 単位 備考 

調査手続き(国有林) 32 箇所  

調査手続き(民有林) 23 箇所  

調査手続き(保安林) 43 箇所 
「保安林内の作業許可の対象とならない行為」
に係る手続きについては、北海道水産林務部治
山課との協議により手続きは不要 

調査手続き(国立公園) 4 箇所 1箇所は普通区域内のため手続き不要 

現地調査(カテゴリA) 26 地点 2地点が所有者所在不明等のため調査未実施※1 

現地調査(カテゴリB) 29 地点 4地点が所有者所在不明等のため調査未実施※1 

試料調整(炭素分析用) 279 検体  

試料調整(堆積有機物用) 270 検体 4方向の検体を1検体にまとめ72検体を調整 

定積細土重の測定 273 検体  

含水比の測定 351 検体 炭素分析用279検体、堆積有機物用72検体 

全炭素・全窒素測定 735 検体 2連で実施 

調査結果整理 1 式  

講習会の参加 1 式 
平成23年8月4日～5日 於；森林総合研究所多
摩森林科学園 

打合せ協議 1 式  

※1：調査未実施箇所の詳細についてはP9を参照 
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図1-1 調査対象箇所図 

カテゴリA カテゴリB 
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2.業務実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：検討項目の主たる部分 

 

図2-1 業務実施フロー図 

 

 

成果品納品 

(既往資料整理) 

計画準備 
【打合せ計画】 

提出成果の最終確認 

業務着手時 
（7月14日） 

成果品納入時 
（2月28日） 

 

報告書作成 

試料分析 

 

業務中間時 
（1月27日） 

必要に応じて
随時実施 

必要に応じて
随時実施 

調査結果の提出 

試料調整 

現地調査 

説明会・実技講習会 
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3.業務工程 

 

表3-1 業務工程 

検 討 項 目 
業  務  工  程 

 
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

1.計画準備          

2.(既往資料整理)          

3.説明会・実技講習会  ● ●        

4.現地調査          

5.試料調整          

6.試料分析          

7.調査結果の提出      12/20    

8.報告書作成          

9.成果品納入          

打ち合わせ協議 ●      ● ● 3回以上 
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4.業務内容 

（1）調査対象 

調査対象箇所は、森林生態系多様性基礎調査（林野庁計画課の業務。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のうち図 1-1 及び表 5-1 で指定する箇所

である。 

調査対象箇所数は 55 地点であり、うち枯死木・リター・土壌の調査を行うカテゴリ A

が 26地点、枯死木のみの調査を行うカテゴリ Bが 29地点である。 

ただし、調査対象箇所数については、許諾が得られない場合やその他の事情により調査

に支障がある場合は林野庁担当者と協議の上、設定した。 

なお、プロットの位置情報及び過去の調査実施状況については、林野庁より別途提供を

受け、各プロットの到達経路図その他森林資源モニタリング調査における参考情報も原則

として林野庁より別途提供を受けた。 
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表 5-1 調査対象箇所一覧 

 

格子点ID カテゴリ 旧支庁 国民別 法令1 法令2

1 10055 カテゴリB 後志 国有林 水涵保
2 10100 カテゴリA 後志 国有林 土流保 県特3
3 10130 カテゴリA 後志 国有林 水涵保
4 10135 カテゴリB 渡島 民有林 土流保
5 10205 カテゴリB 後志 国有林 土流保
6 10245 カテゴリB 渡島 民有林 土流保
7 10280 カテゴリA 渡島 民有林
8 10295 カテゴリB 渡島 民有林
9 10315 カテゴリB 渡島 民有林 土流保

10 10350 カテゴリA 渡島 民有林
11 10390 カテゴリA 渡島 民有林
12 10410 カテゴリA 渡島 民有林
13 10425 カテゴリB 後志 民有林
14 10440 カテゴリA 後志 民有林 水涵保
15 10470 カテゴリA 後志 国有林 水涵保
16 10525 カテゴリB 後志 国有林 水涵保
17 10540 カテゴリA 胆振 民有林
18 10550 カテゴリA 後志 国有林 水涵保
19 10585 カテゴリB 渡島 民有林 水涵保
20 10605 カテゴリB 後志 国有林 水涵保
21 10635 カテゴリB 後志 国有林 水涵保
22 10640 カテゴリA 渡島 民有林 水涵保
23 10660 カテゴリA 後志 国有林 水涵保
24 10685 カテゴリB 後志 国有林 水涵保
25 10705 カテゴリB 渡島 民有林 土流保
26 10715 カテゴリB 後志 国有林 水涵保
27 10790 カテゴリA 石狩 国有林 水涵保 国普通
28 10810 カテゴリA 石狩 国有林 水涵保
29 10815 カテゴリB 石狩 民有林
30 10830 カテゴリA 石狩 国有林 水涵保 国特1
31 10850 カテゴリA 石狩 国有林 水涵保 国特2
32 10870 カテゴリA 石狩 国有林 水涵保 国特1
33 10895 カテゴリB 石狩 国有林 水涵保
34 10910 カテゴリA 石狩 国有林 水涵保
35 10915 カテゴリB 石狩 国有林 水涵保
36 10945 カテゴリB 石狩 国有林 水涵保
37 10950 カテゴリA 石狩 国有林 水涵保
38 10975 カテゴリB 石狩 国有林 水涵保
39 10980 カテゴリA 石狩 国有林 水涵保
40 11005 カテゴリB 石狩 国有林 防風保 都市公
41 11010 カテゴリA 石狩 民有林
42 11015 カテゴリB 石狩 国有林 土流保
43 11045 カテゴリB 石狩 民有林 水涵保
44 11095 カテゴリB 留萌 民有林 水涵保
45 11195 カテゴリB 空知 民有林 水涵保
46 11270 カテゴリA 留萌 民有林
47 11295 カテゴリB 留萌 国有林 水涵保
48 11365 カテゴリB 留萌 民有林 土流保
49 11370 カテゴリA 留萌 国有林 干害保
50 11450 カテゴリA 留萌 民有林
51 11455 カテゴリB 留萌 国有林 水涵保
52 11510 カテゴリA 留萌 民有林
53 11530 カテゴリA 留萌 国有林 水涵保
54 11535 カテゴリB 留萌 国有林 水涵保
55 11615 カテゴリB 留萌 国有林 水涵保
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調査対象箇所 55 地点の内、未調査箇所は 6 地点となった。以下にその理由を整理する。 

 格子点 ID 10055 は、森林生態系多様性基礎調査担当者と調査に同行したが、調査地点

までのルートが険しく到達できなかった。（林野庁と時点協議） 

 格子点 ID 10390 は、所有者が高齢のため調査内容が把握できないとの理由から、所有

者の同意が得られず現地調査を実施しなかった。 

 格子点 ID 10815 は、調査地点が所有者の土地では無い可能性が高いと連絡を受けたた

め現地調査を実施しなかった。（対応経過については、別途林野庁と協議） 

 格子点 ID 11095 及び 11450 は、所有者の所在が不明のため所有者の同意が得られず現

地調査を実施しなかった。 

 格子点 ID 11615 は、調査地点に親子ヒグマが確認されたため現地調査を実施しなかっ

た。（林野庁と時点協議） 

 

※格子点 ID 10055について 

駐車位置から調査対象箇所周辺まで 6 時間を要し、その後、前回調査対象箇所を探したが確認はできなかった。調

査対象箇所周辺は、オオカメノキやカンバ・カエデ類等の低木が群生、調査区の設定・実施する時間は尐なくとも 4

時間を要すると判断した。よって、本調査対象箇所は日帰り圏外と判断し到達不可能地点とした。 

 

  

  

調査対象箇所周辺① 

調査対象箇所までのルート① 調査対象箇所までのルート② 

調査対象箇所周辺② 
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（2）調査手続き 

①森林所有者の許諾の取得 

試料採取等の現地調査の実施のため、調査地の所有者の許諾を得た（国有林における入

林許可を含む）。調査地が分収造林地の場合は、土地所有者と森林管理者双方の許諾が必

要となることに留意した。なお、森林所有者の連絡先については、原則として林野庁より

提供を受けた。 

 

②法的制限のある場合の手続き 

調査地が保安林や自然公園等法的な制限がかかる地域の場合には、調査実施に必要な許

認可等の取得手続きを行った。なお、調査予定箇所におけるこれらの法的な制限の有無は、

原則として林野庁より別途提供を受けた。 

 

 表5-2 法的制限のある調査対象箇所 

 

※格子点 ID10790については、国立公園普通区域内のため諸手続は未実施。

格子点ID カテゴリ 旧支庁 国民別 林小班番号 法令1 法令2

10100 カテゴリA 後志 国有林 3356い 土流保 県特3
10790 カテゴリA 石狩 国有林 2214い 水涵保 国普通
10830 カテゴリA 石狩 国有林 1157い 水涵保 国特1
10850 カテゴリA 石狩 国有林 6165ろ2 水涵保 国特2
10870 カテゴリA 石狩 国有林 6176ロ 水涵保 国特1
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（3）調査内容 

以下の①～④の調査を行った。なお、カテゴリ A の調査箇所についてはこれら全てを行

い、カテゴリ B の調査箇所は枯死木調査のみ実施し、①のうちリター試料及び土壌試料の

採取と②及び③は行わなかった。 

調査内容の詳細は①以降の調査内容の他、別途発注を受けた指導取りまとめ業務の受託

者（独立行政法人 森林総合研究所。以下「森林総研」という。）から提供された「調査・

分析・データ入力に関するマニュアル（森林土壌インベントリ方法書※。以下「マニュア

ル」という。）」及びデータ入力ツールに従って調査を実施した。 

 

※「森林土壌インベントリ方法書（1）野外調査法 第2期暫定版（2011年7月）独立行政法人 森林総合研究所」及び

「森林土壌インベントリ方法書（2）試料分析・データ入力方法 第2期暫定版（2011年7月）独立行政法人 森林総合研

究所」 

 

表5-3 調査概要 

調査区分 ①現地調査 ②試料調整 ③試料分析 

カテゴリＡ 実施（枯死木調査、リター採取、土壌採取） 実施 実施 

カテゴリＢ 実施（枯死木調査のみ） 無し 無し 

 

①現地調査 

調査プロットにおいて森林資源モニタリング調査の杭の存在を確認し、調査地の概況を

記載、杭を通る二方向のライン上で枯死木調査（根株調査を含む。）を行った。また、周

辺 4 地点において、各 0.25 ㎡の面積で有機堆積物試料（リター試料）採取を行うととも

に、深さ 40cmまでの土壌記載及び土壌試料の採取を行った。 

（現地調査方法の詳細については、巻末の「参考資料-1 現地調査方法」に記載） 

 

②試料調整 

①で採取した有機堆積物試料及び土壌試料について、③の分析用の試料調整を行うとと

もに、土壌試料について容積重を測定した。なお、調整後の試料のうち保存用試料につい

ては、森林総研に提出した。 

（試料調整方法の詳細については、巻末の「参考資料-2 試料調整方法」に記載） 

 

③試料分析 

②で調整した試料について、炭素濃度、窒素濃度等の分析を行った。なお、乾式燃焼法

による分析装置（CNコーダー）を用いて実施した。 

（試料分析方法の詳細については、巻末の「参考資料-3 試料分析方法」に記載） 

 

④調査結果の提出 

調査結果はマニュアルに定める様式に入力し、調査の都度、森林総研へ報告を行った。

また、随時、森林総研による結果の確認が行われた。 
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（4）データの品質管理 

①講習会への参加等 

（3）の調査を実施するにあたって、調査方法の継続性や得られるデータの品質確保の

観点から森林総研が開催する講習会に参加したほか、適宜、指導を受けた。講習会の概要

は次のとおりである。 

 

【講習会の概要】 

「平成 23年度森林吸収源インベントリ情報整備事業に関する説明会ならびに実技講習会」 

場所：森林総研多摩森林科学園（八王子市） 

日時：平成 23年 8月 4日（木）～5日（金） 

内容：説明会（8月 4日  13:00～16:00） 

    資料の配布及び事業内容の説明等について 

実技講習会（8月 5日  9:30～16:30） 

 試料の採取方法、様式の記載方法等について 

 

②分析精度の確認等 

（3）の①から③の各段階で、森林総研が指定する様式により作業の実施状況や測定値

を報告した。また、（3）の③の試料分析を行う際に、森林総研が提供する標準試料の分析

を行い、その結果についてもあわせて報告を行い精度確認を行った。 

その他、森林総研から求められた時は、適宜、作業の実施状況等を報告するとともに、

確認の結果、異常が認められ、林野庁担当者から再調整・再分析や調査方法の改善等の指

示があった場合は、これに従った。 

その他、分析精度の確認は下記の基準に従った。 

 

＜分析精度確認の基準＞ 

・含水比が 0.200 以下であること。 

・炭素濃度が絶乾土あたり600g/kg以下であること。また、下記基準による。 

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。 

・窒素濃度が絶乾土あたり30g/kg以下であること。また、下記基準による。 

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。
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5.都道府県との連携 

都道府県は、これまで森林資源モニタリング調査を実施していたことにより関連情報を

有し、また、当該都道府県内の森林土壌についても知見を有している。そこで、多くの都

道府県が第一期調査を行った経験があることから、本業務の実施にあたっては、可能な限

り各都道府県の林業関係試験研究機関等と連携するものとした。 

林野庁では枯死木、土壌に含まれる炭素量を測定するための調査として森林吸収源イン

ベントリ情報整備事業を実施し、第一期調査を森林総合研究所に委託した。 

北海道ブロックにおいても北海道林業試験場が、森林総合研究所の委託をうけて、北海

道内の森林を対象として当該事業に関わる調査を行ったことから、本業務を遂行するにあ

たり関連情報を収集し、現地調査の参考とした。 

 

【森林吸収源インベントリ情報整備事業（第一期調査）】 

担当：森林環境部環境 G・機能 G、森林資源部保護 G、道南支場、道東支場、道北支場 

委託元：森林総合研究所 

研究期間：平成 18年度～22年度 

 

 

 

また、森林総合研究所北海道支所構内において、調査法講習会（2011.8.31）を受講し

た。講師は、森林総合研究所北海道支所及び本所土壌資源研究室が担当した。 

講習内容は、調査地概況調査、枯死木調査のラインインターセクト法における倒木の

測定法と分解度判定法、立枯木と根株の測定法、堆積有機物量調査と土壌炭素蓄積量調査

の実習を行った。 

本講習会を受講したことにより、その後の現地調査をスムーズに進行させることができ

た。 

 

  

 

 


