
写真 A 1 本州スギ林と広葉樹林における倒木の分解度の例 

 

分解度１：右側針葉樹、
左側広葉樹 

 

分解度２：広葉樹（材
はまだ重たい） 

 

分解度２：針葉樹 

 

分解度３：広葉樹（全体
に菌が周り軽い） 

 

分解度３：針葉樹（樹
皮が剥がれる。 

 

分解度４：広葉樹（樹
皮が残るが材の一部
は脱落） 

 

分解度４：針葉樹（腐
朽が進み材の一部が脱
落） 

 

分解度４：針葉樹の根株 

 

分解度５：広葉樹（樹
皮が脱落、材が散逸。
または樹皮が残るが材
の半分以上が消失） 

 

分解度５：針葉樹（褐色
腐朽が進み、材が崩れて
いる） 
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分解度 1：切断面は変色しはじめているが、材の元の色が残っている部分もある。材自体は非常

に硬く、分解によって柔らかくなっている部分は無い。樹皮は大部分が付着しているが、乾燥地

では切断面の方から早く剥がれ始める場合もある。 

 

 

 

分解度 2：切断面全体が黒褐色に変色し、湿度の高いところでは切断面の辺材部分からコケが生

えることもある。材全体は硬い。樹皮は剥がれやすくなっている。 

 

 

 

分解度 3：形状は元の根株の状態に近いが、断面を観察すると空隙が観察される。材を押すと部

分的には柔らかくなっているが、材全体としては硬く、押しても根株が崩れることはない。湿度

の高いところでは、コケが根株全体を覆っている場合もある。 

 

写真 A 2 根株の分解度の例（その１） 

針葉樹 広葉樹 
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針葉樹 広葉樹 

 

分解度 4：材全体に腐朽が進んでおり、根株の材は手で押すと崩れる。脆く崩れやすくなってお

り、全体の形状は丸みを帯びている。 

 

 

 

分解度 5：材が部分的に脱落し、当初の形状、大きさは維持されていない。 

 

写真 A 3 根株の分解度の例（その２） 
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3．調査位置の選定と土壌断面作成 

1) ４方向の調査位置の選定 

堆積有機物量調査は大円内の東西南北４箇所において実施する（図 A 14）。土壌炭素蓄積

量調査も同じ箇所で実施する。 

大円プロットの外周にある北 (N)、東 (E)、南 (S)、西 (W)の 4 つの杭から中心点方向に

2m（斜距離でよい）内側までもどり、そこから 90゜右方向に 2m 振った地点で堆積有機物

量調査、土壌炭素蓄積量調査を行う。これらの計測には 2m ポールを用いると良い。選定さ

れた調査位置が歩道などの人為的影響が強い地点の場合、立木の根元近傍で表層土壌採取が

不可能な場合、また、巨礫の露出や倒木の密集など堆積有機物試料・表層土壌試料採取が困

難である場合には、さらにその奥 2m までの範囲（外周杭より 2m 内側の地点から、右方向

に 2m から 4m までの範囲）に調査位置を移動する。それぞれの調査位置は様式 A2「調査プ

 

 

図 A 1 調査位置の選定方法例 
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ロット見取り図」の調査プロット見取り図に「●」印を記入する。なお、移動したときには

その移動方向と移動量ならびに移動理由を様式 A2「調査プロット見取り図」に記述する。そ

れぞれの北、東、南、西の 4 方向（正方形のプロットの場合は、北東、南東、南西、北西方

向）調査位置は、格子点 ID の末尾に N､E､S､W を付け加えて名付ける。たとえば、調査地

の格子点 ID が 080290 であれば、080290N、080290E、080290S、080290W とする。 

N、E、S、W それぞれの調査位置において、様式 A5「炭素蓄積量調査票」に調査年月日、

調査地（格子点 ID）、調査位置、調査担当者、植生（林種）、優占（樹）種、林床植生、局所

地形、斜面方位を記載する。また、堆積有機物量調査を実施する場所の局所的な傾斜角（°

度）をクリノメータ等により測定する。この傾斜角は堆積有機物量を算出する際の面積の補

正に利用する。測定は、ポールやスコップ、くわの柄などの棒状のものを地面に置き、それ

にクリノメータ等をあてて計測するとよい。 

なお、本来の調査位置あるいはそこから奥へ 2m の範囲において調査が困難な場合、ある

いは、土地利用が耕作地など森林以外の場合には、その位置では調査を実施しない。その際

には、様式 A2「調査プロット見取り図」に理由を記述するとともに、調査不可能な状況が判

断できる写真を撮影し、マニュアル D「データ整理と報告書の作成」を参照して提出する。 

調査位置が崩落地の中にあり、岩石地であることが確認できる場合は、堆積有機物量調査

のみ実施し、土壌炭素蓄積量調査については石礫率 100％として処理する。ガレ地や沢、河

川（人工的な施工が行われていないものに限る）なども石礫率 100％として調査を実施した

ものとする。また、たとえば、林地残材が集積していたために移動したが移動先では岩石地

のため調査できなかった場合と、岩石地のために移動したが移動先では林地残材が集積して

いたために調査できなかった場合などは、いずれも石礫率 100%として処理する。ただし、

崖などで実際に土壌断面を作成する地点に到達できなければ未調査とする。 

 

2) 土壌断面の作成 

1) で選定した調査位置において、斜面上方に向かって深さ 40cm、幅 50cm の土壌断面を

唐ぐわとスコップで掘削する。樹木の太根や竹の根系はノコギリや剪定鋏で切断する。断面

の位置より斜面上方に 50cm の範囲は堆積有機物試料、土壌試料を採取する場所なので足を

踏み入れない。掘り上げた土は 1 カ所にまとめ、散乱しないように注意する。シートを敷き

その上にまとめておくと埋め戻しの時に便利である。 

土壌断面の掘削後、堆積有機物層の状態を観察できるよう、掘削面より 10cm 程度斜面上

方の堆積有機物層を、落葉を片手で押さえながら断面に平行に剪定鋏で切り、手前部分を捨

てる。次いで、A 層の深さ、石礫の状態が観察できるように、露出した土壌断面を剪定鋏、

土壌コテなどを用いて整形済みの堆積有機物層の位置まで削り、断面が鉛直となるように整

形する。 

断面の整形が終了したら、10cm 間隔で赤白に色分けした折尺を断面左側に立てる（岩の

露出などで支障がある場合は右側でもよい）。折尺は鉱質土層上端（堆積有機物層の下端）が

0cm、断面の下部が 40cm になるように設置し、余りの部分は断面底部で調整する。調査位

置記号を記入したボードを地表に立て、土壌炭素蓄積量断面写真を撮影する（写真 A 4）。土

壌断面写真は横長（ランドスケープモード）で、ボードから断面の最下部まで含まれるよう

に撮影する。 

次に、様式 A5「炭素蓄積量調査票」に、土壌断面の根や石礫の分布などの特徴をスケッチ

する。続いて、L 層、F 層、H 層、A 層の厚さおよび土壌試料採取深度毎の石礫率を記載す

る。各層位の厚さは、土壌断面の幅全体を見渡して平均的な厚さを記載する。石礫率は層位
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毎でなく、土壌を採取する 0-5、5-15、15-30cm の深度別に記載する。土壌の深度を確認す

る目安となるように、断面の左右の深さ 0cm、5cm、15cm、30cm の位置に竹串を刺し、石

礫率を判定しやすくする。石礫率の割合は個人差を少なくするため、必ず標準土色帖の「図

１ 面積割合」を参照して記載する。石礫率が 10％以上の場合には 10％単位で記載する。 

 

※層位の種類 

森林土壌は通常、堆積有機物層と鉱質土層の２種類の層（層位）から成る。堆積有機物層

は A0 層、有機物層、有機質層ともよばれ、地表にあって落葉・落枝などの植物遺体や動物

遺体およびそれらの腐朽物が重なり合って層をなしているものである。鉱質土層は堆積有機

物層の下に位置する無機物を主とする部分で無機質層ともよばれ、一般に岩石の風化物と腐

植と呼ばれる有機物から構成されている。 

炭素蓄積量調査では様式 A5「炭素蓄積量調査票」に堆積有機物層については L、F、H 層、

鉱質土層については A 層の厚さを記載する。土壌によっては、堆積有機物層として L 層のみ

のもの、L 層を欠き F 層のみのもの、堆積有機物層をすべて欠くもの、鉱質土層において A

層を欠くもの等、層位を完備していないものもある。 

各層位を識別する特徴は以下の通りである。 

a) 堆積有機物層の層位 

L：あまり分解されておらず原形の大半をとどめている新しい植物遺体からなる層位。 

F：分解が進み植物遺体の原形が崩れ破片や屑状になってはいるが、まだ肉眼で植物組織を

識別できる層位。 

H：分解がさらに進み大部分が 1mm 以下の微細片となり、乾燥土壌では粉状、湿潤土壌で

はグリス状の層位。 

b) 鉱質土層の層位 

A：堆積有機物層の直下にある腐植に富む暗色の層位。動植物遺体の分解により生成され

た腐植が集積し、暗褐色を呈する最表層の層位。 

 

 

 

写真 A 4 土壌炭素蓄積量断面写真 

 

 

 

スケールは
原則「左側」
に垂直に立
てる スケールの上端

は、堆積有機物層
と鉱質土層との境
目に合わせる 

 

断面を中心に撮
影するので、枠
全体を入れる必
要はない。 

堆積有機物層の
断面状態や厚さも
わかるように 
正面から撮影する 
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写真 A 5 堆積有機物写真 

 

 

4. 堆積有機物量調査の進め方 

1) 堆積有機物採取枞の設置 

堆積有機物層は林野土壌調査における A0層に相当する。また O 層と呼ばれることもあり、

気候動枞組み条約京都議定書では「リター」という。堆積有機物層は断面の掘削時に攪乱さ

れやすいので、試料の採取は断面より斜面上方の荒れていない場所で行う。50cm 角の枞を

斜面の最大傾斜方向、斜面水平方向に合わせて設定する。方形の採取範囲の設定は専用の

50cm 角の枞を用いれば便利であるが、簡略には 1m の折尺を 50cm で直角に折り曲げたもの

を 2 本組み合わせて設定してもよい。方形枞の斜面上方の隅に竹串を刺し、作業の際の目印

とする。次いで、剪定鋏等を用いて方形枞内の林床植生を除去する。ササ等が密生する場所

では、地上部を刈り取って林床を裸出させ、堆積有機物試料を採取する 50cm×50cm の範囲

を確定する（注1）。その後に調査位置記号を記入したボードを立て、横長（ランドスケープ

モード）で堆積有機物写真として落葉の堆積状況を撮影する（写真 A 5）。 

                                                   

注1 例えばコシダやササなどのように、林床植生が立ち枯れたような状態のものは採取しない。

地表に堆積した状態の有機物層から採取をはじめる。 
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写真 A 6 堆積有機物層の採取 

 

2) 堆積有機物試料の採取 

土壌断面に現れた堆積有機物を観察し、L、F、H 層の堆積状況を確認する。これを参考に

しながら、設定した方形枞内にある直径 5cm 未満の落枝、ならびに落葉等をポリ袋大に採取

する（写真 A 6）。採取の手順としては、 

(1) まず、地表に現れている直径 0.5cm 以上、5cm 未満の落枝などの枯死有機物を“T”

と書かれたポリ袋大に採取する。方形枞内に含まれる落枝のほか、球果、樹皮などの粗大な

有機物も“T”に含める。方形枞よりはみ出したものは剪定鋏により切断して除外する。落葉

の上に露出している直径 5cm 以上の大きな枝や、5cm 四方以上の樹皮などの粗大有機物は採

取しない。また枝の直径が 0.5cm となる部分で切り分ける必要はなく、多少細い枝も含めて

“T”に入れてよい。“T”は twig（枝）の意味である。 

(2) 次に、L 層（新しい植物遺体で、あまり分解されておらず原形の大半をとどめている層

位）を“L”と書かれたポリ袋大に採取する。方形枞外にはみ出している部分は手で押さえな

 

ａ）L 層採取前 

秋には写真のように新鮮な落葉が多い。

夏は、腐朽が進んでいても 1 枚 1 枚の

葉の型をかなり残しているものは L と

する。 

 

ｂ）F 層採取前 

原形が物理的に崩れたもの。数 mm～

2,3cm の破片が多い。破片から落葉か枝

かの区別は容易につく 

（H 層の有機物は数 mm 以下の大きさ

で植物組織が区別できない） 

 

 

 

 

L 層のみの場合、あるいは L 層を欠き F

層のみの場合、さらには、堆積有機物層

を欠く場合もある。 

 

 

 

ｃ）F 層採取後 

落葉の破片が多少残ってもよい。 

土や石を入れないように注意する。 
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がら剪定鋏で切断して除外し、方形枞内に含まれている落葉だけを採取する（注2）。球果に

ついては、ヒノキやスギなどの葉についているものについては L 層に含め、“L”と書かれた

ポリ袋大に採取する。葉から落ちた単体の球果については“T”と書かれたポリ袋大に採取す

る。なお、L 層採取中に認められた直径 0.5cm 以上、5cm 未満の落枝は“T”と書かれたポ

リ袋大に採取する。 

(3) さらに、F 層（分解が進み植物遺体の原形が崩れ破片や屑状になってはいるが、まだ肉

眼で植物組織を識別できる層位）を“F”と書かれたポリ袋大に採取する。このとき F 層試

料に土壌や礫が混入するのは絶対に避ける。F 層への土壌および礫の混入は炭素蓄積量評価、

および室内の分析作業を著しく困難にする（注3）。F 層も方形枞に沿って剪定鋏で切断しな

がら、試料を採取する。枞の四隅も丁寧に採取する。なお、F 層採取中に認められた直径 0.5cm

以上の落枝や球果は腐朽の程度を問わず“T”と書かれたポリ袋大に採取する。落葉に埋もれ

た粗大な有機物は枯死木調査で測定されないので、直径 5cm 以上の腐朽枯死木等があれば“T”

に入れる。 

(4) H 層（分解がさらに進んで大部分が 1mm 以下の微細片となり、乾燥土壌では粉状、湿

潤土壌ではグリス状の層位）が認められる場合には、様式 A5「炭素蓄積量調査票」に H 層

の存在を記載し、かつ、厚さ 1cm 以上の層として水平方向に連続して認められる場合に限り

採取する。ただし、H 層採取用のポリ袋は準備していないので、現地で予備のポリ袋中～大

に太字油性ペン（黒）で、他のポリ袋と同様に、調査年月日、格子点 ID＋調査位置記号、H

層試料であることを示す“H”をそれぞれ改行して裏表の 2 箇所に記入して用いる。なお、

鉱質土層との判別が困難なときには H 層として採取せず、鉱質土層に含める。F 層と同様、

H 層採取中に認められた落枝や枯死木は“T”と書かれたポリ袋大に採取する。H 層には根

が密生することが多いが、生きた根系は捨てる（注4）。また、根は H 層と土壌と両方につな

がっており、無理に剥がすと鉱質土壌も入り込むので、剪定鋏などで H 層下部の根を切りな

がら少しずつ採取する。厚さ 1cm 未満の H 層は鉱質土層に含めて採取し、その旨を様式 A

５の備考欄に記載する。またこのことから、H 層として採取する場合にも多少 H 層を取りこ

ぼしたとしても差し支えない。 

                                                   

注2 枞内のＴ（枝その他）、Ｌ層、Ｆ層、を採取する際に、林床・表層土壌付近に張り巡らされ

た根系、地下茎、根塊は、枞境界線および地際で切断する。これにより、T、L、F とともに根等

を引き剥がしてその下の土壌を撹乱するのを防ぐ。また、枝リターに着生している地衣・蘚苔類

はそのままＴの袋に含めてよい。ただし、枞内の地表面に群生する地衣・蘚苔類は、枯死部分の

判定が困難であり、かつ直下の土壌が混入するおそれがあるので堆積有機物試料には含めない。 

注3 F 層の採取には細心の注意を払う。指先で軽くはらった時に移動するようなものは堆積有機

物なので採取する。ただし、落葉の破片を全部取り切れなくてもやむを得ない。落葉に比べると

石礫や土塊はかなり重いので大きな誤差となる。このような F 層試料の取りすぎによる土壌や石

礫の混入を避けるために、地表に植物遺体の破片がまばらに残っても差し支えない。また石礫は

実験室の試料粉砕機器を破損する恐れもある。 

注4 F 層や H 層中の生きた根系はできるだけ排除して堆積有機物のみを採取する。特に、長い

根や太い根は必ず取り除く。ただし、細かくちぎれた細根を全て取り除くのは困難なので、適当

な時点でやめてよい。 
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5．土壌炭素蓄積量調査の進め方 

土壌炭素蓄積量の算出には、求めたい層位において「単位体積にどれだけの重さの細土が

含まれているか（定積細土重）」「その細土がどれだけの炭素濃度をもつか」の２つの情報を

得ることが不可欠である。炭素蓄積量調査では、森林生態系多様性基礎調査の大円の東西南

北の 4 箇所での調査を行い、当該 ID の炭素蓄積量を評価する。そのため、ある方位の調査

位置を未調査として扱う場合を除いては、4 方位の 3 深度すべてにおいて定積細土重と炭素

濃度が測定されていなければ、その位置の土壌炭素蓄積量は欠測となる。ただし、石礫率が

100％の深度については定体積試料、化学分析用土壌試料ともに採取しなくてよい（注5）。 

1) 土壌採取深度 

堆積有機物量調査を実施した地点で、引き続いて土壌炭素蓄積量調査を実施する。この調

査では鉱質土層表面から深さ 0～5cm、5～15cm、15～30cm の 3 深度について、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採取する。土壌断面作成時（写真 A 4）の

断面の左右、深さ 5cm、15cm、30cm の位置に刺した竹串で採取深度を確認する。定体積試

料と化学分析用土壌試料の採取は、1 深度毎に並行して実施すること。先に 3 深度の定体積

試料だけを採取したり、3 深度の化学分析用土壌試料だけを採取したりしてはならない。 

2) 化学分析用土壌試料の採取 

0～5cm の深度の化学分析用土壌試料は、他の深度とは採取方法が異なる。堆積有機物を

採取した後の 50cm 四方の方形枞内の地表面の左右どちらかに 30cm 四方の方形枞を設け、

その方形枞の範囲に含まれる深さ 5cm までの土壌を、バットなどに一旦全量採取する。傾斜

地では手前から掘り進めると、斜面上部は深く掘りすぎるので、初めに 30cm 方形の斜面上

部を 5cm 深まで採取し、深さを折尺で確認した後、斜面下部に向かって深さ 5cm 分を採取

するとよい。 

採取土壌は 0～5cm 用のポリ袋大に入れる。採取にあたって、礫や植物根は取り除いてよ

いが、付着している土壌はなるべくポリ袋に残すこと。全量をポリ袋内あるいはバット上で

均質な試料となるようよく攪拌した後に、一部を捨てて最終的に細土試料で 1kg 強を持ち帰

る。化学分析用土壌試料は 2mm の篩を通した細土であるので、石礫や根の多い試料は多め

に採取する。 

5～15cm、15～30cm の深度では、30cm 四方の土壌を採取する必要はない。ただし、炭素

濃度は深さや場所によって異なるので、各深度の均質な試料を採取するため、深さ方向と横

方向に偏りが生じないよう均等に採取する。バットを使用する場合は、採取層位の下端にバ

ットをあて土壌を集めると作業しやすい。0～5cm と同様、多めに採取して、根や礫を取り

除き、ポリ袋やバット内でよくかき混ぜて、最終的に細土試料で 1kg 強を持ち帰り、残りは

捨てる。採取した土壌はあらかじめ油性ペン（黒）で調査年月日、格子点 ID＋調査位置記号、

5～15cm ないしは 15～30cm と記入されたポリ袋中（ないしは中～大）に入れる。 

3) 定体積試料の採取 

0～5cm、5～15cm、15～30cm の深度について、定積細土重を測定するための定体積試料

を採取する。定体積試料の採取方法としては、（１）採土円筒を用いる方法と、（２）直方体

でブロックサンプリングする方法がある。（１）は細土容積重（採土円筒内の細土が占める体

積に対する細土の重量）を測定し、石礫率を用いて定積細土重を計算する。（２）は直接、定

                                                   

注5 石礫率が 10％以上の場合は 10％単位で記載することから、ある深度の石礫率が 95％以上の

場合は、石礫率を 100％とみなして、試料採取を行わなくてよい。 
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積細土重を測定する。 

定体積試料の採取においては(1)の採土円筒を用いる方法を基本とし、石礫が多くて円筒で

の採取が困難な場合に限りブロックサンプリングに代えてよい。 

定積細土重は炭素蓄積量を求めるために必須の情報であり、石礫率が 100％でない限りは

いずれかの方法によって定体積試料を採取しなければならない。ある調査位置において 1 深

度でも欠測が生じれば、その位置の炭素蓄積量を求めることが出来なくなるので、すべての

深度において必ず定体積試料と化学分析用土壌試料を採取すること。 

(1) 採土円筒で採取する場合 

400mL 土壌採取用円筒（採土円筒）により試料を採取する。細土容積重を測定するために

は、採土円筒内に占める石礫や根の量（容積）を明らかにする必要がある。そのため、円筒

採取に際し円筒からはみ出した石礫や根は剪定鋏で切断あるいは切削し、上下のフタがきっ

ちりと閉まる 400ml 定積状態で採取し、円筒内に含まれるものを定体積試料として全て持ち

帰る。 

円筒の採取位置（深さ）は 1～5cm、8～12cm、20～24cm とする。1～5cm、8～12cm の

円筒採取にあたっては、地表面の傾斜に合わせて採取する。20～24cm 深での円筒採取につ

いては、地表面の傾斜に合わせて採取しても、水平面に合わせて採取しても差し支えない。 

400mL 採土円筒試料の採取にあたっては、円筒周囲の根、小礫を剪定鋏で切りながら、注

意深く作業をおこなうこと。あらかじめ、森林立地調査法改訂版（博友社）p.33 を熟読して

おくこと。また、円筒試料の採取に不慣れな調査者のための注意点を p.A-37 に列記したので

参照されたい。 

採取した試料は、あらかじめ油性ペン（黒）で調査年月日、格子点 ID＋調査位置記号、0

～5cm V、5～15cm V ないしは 15～30cm V が記入されたポリ袋中（ないしは中～大）に移

し替えて持ち帰る。ただし、採土円筒を多数保有している場合には、ポリ袋に移し替えずに

そのまま持ち帰っても構わない。その時には、ふたが運搬中に外れて採取した試料を散逸さ

せないために、両側のふたをビニールテープで綿密に固定すること。 

(2) 採土円筒で採取できない場合 

定体積試料の採取において、採土円筒での採取を一度試みたものの礫が多く含まれていて

採取がどうしても困難な場合に限り、水平面を整形し、直方体のブロックサンプリングに代

えてよい。 

表層 0～5cm については、たとえ礫が多くともできる限り採土円筒で採取する。堆積有機

物を採取した範囲に適当な場所がない場合には周辺で円筒が取れる場所を探してもよい。石

礫が非常に多く、数回試みても円筒採取が困難な場合には、幅 20×奥行き 20×厚さ 5cm の

直方体ブロックで定体積試料を採取する。 

5～15cm、15～30cm の層位では、幅 20cm、奥行き 10cm、厚さ 10cm の直方体のブロッ

クを設定してその範囲内の土壌を全量採取し、定体積試料として持ち帰る。なお、採取に当

たってはブロック状のまま採取する必要はなく、崩れても構わない。採取後に断面に残され

ている採取部分が、幅 20cm、奥行き 10cm、厚さ 10cm であることを折尺で確認すること。

採取に当たって植物根などについてはあらかじめ剪定鋏で切断し、土壌の採取の際に引っか

けてブロックの壁面を崩さないように注意する。石礫については採取しなくても良いが、直

方体ブロック内の石礫の表面に付いた土は土壌コテやハケなどを用いて分離して採取する。

この作業は石礫が多い場合には困難であり時間がかかるので、大きな石礫以外は土壌と一緒

に採取し、室内作業において分離したほうが効率的である。石礫が非常に多く、20×10×10cm

のブロックでは細土の量が十分に確保できない場合には、当該深度の範囲内でブロックのサ
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イズを拡大して採取する土壌の量を増やし、定体積試料が欠測とならないようにする。採取

後に採取したブロックの幅、奥行き、厚さを計測し、様式 A5 の定体積試料の試料確認欄の

VB の□にチェックを入れてブロックサイズを記入する。合わせて、試料を入れるポリ袋に

もすでに記述されている“V”の後に必ず“B”を付記して“VB”と表記する。 

また、石礫率が非常に高く定体積試料と化学分析用土壌試料の両方を採取するのが困難な

場合に限り、ブロックサンプリングによる定体積試料のみを採取して、定体積試料で化学分

析用試土壌料を兼ねることを認める。その場合は、実験室での試料調整方法が通常とは異な

るので、様式 A5 の炭素蓄積量調査票の試料確認欄の VBC の□にチェックを入れてブロック

の大きさを記載するとともに、試料を入れるポリ袋にもすでに記述されている“V”の後に

必ず“BC”を付記して“VBC”と表記する。ただし、この方法は炭素蓄積量を求めるために

必要なデータを全て揃えるためにやむを得ず行うものであるから、安易に用いてはならない。 

 

(3) 400mL 採土円筒試料の採取にあたっての注意点 

a. 400mL 円筒は上下の向きが決まっている  

400mL 円筒には、片方の端にだけ刃がついている。試料の採取は、刃がついている端の方

を下にして、石礫がなさそうな部分に円筒を置く。剪定鋏や出刃包丁等を円筒の周囲に沿っ

て差し込み、円筒からはみ出る土壌や根、石礫を切る。周囲を一通り切断したら、少しずつ

円筒を土壌に挿入する。太い根や腐朽礫が円筒の縁にかかった場合には、剪定鋏で切って、

円筒内に含まれる範囲の部分については確実に円筒内に採取する。石礫は剪定鋏で切断する

ことが出来なくても、円筒よりはみ出た部分については根気よく削り落とし、過不足が生じ

ないようにする。どうしても切削が困難な石礫に当たった場合は、石礫を円筒内より一旦取

り出し、円筒内に含まれる範囲に相当する大きさの同種の礫と置き換えることができる。た

だし、石礫を取り出す際に、土壌が入り込まないように注意しなければならない。 

なお、400mL 円筒のふたは上と下で異なる。円筒の下（刃のついている面）には、内側に

金網が付随した二重のふたをはめる。円筒の上には一重のふたをかぶせる。 

b. 試料採取時には一時も円筒から手を離してはいけない  

400mL 円筒で試料を採取するのは、不慣れだとなかなかうまくいかないことが多い。その

一番の原因として、試料採取中に円筒がずれてしまったり、周囲の土を剪定鋏で切る際に、

円筒自体に鋏が触れてしまい、円筒が動いたりすることがある。したがって、円筒試料を採

取する際には、円筒を動かさずに常に同じ場所で試料が採取できるように、かならず片手を

円筒に当てて保持しておくことが肝要である。特に、太い根や礫を剪定鋏で切断するときに

力が入り、ついつい両手を用いて鋏で切ろうとすることが多いので、注意する。 

c. 力任せに円筒を地中に押し込まない 

ともすると、円筒採取の手間を省こうと考え、円筒を木槌等でたたき込んだり、上から両

手で力任せに押し込もうとするが、そのようなときには往々にして根が暴れたり、礫に引っ

かかったりして、試料をうまく採取できないことが多い。試料の採取は、まず整形した土壌

表面に円筒をおき、片手で円筒を押さえながら円筒の外周に沿って剪定鋏を入れて根を切断

し、軽い力で少しずつ円筒を土壌中に押し込む。これを繰り返して、円筒の上面から 1cm 程

度の厚さの土壌がはみ出る程度まで円筒を押し込む。その後に、片手で円筒を押さえながら、

上端の高さに合わせて剪定鋏を入れて根を切り、また、ペティナイフ等を用いてはみ出た土

壌を切り取る。その際に、すべてをペティナイフ等で切り取ろうとすると、根が暴れて本来

採取すべき試料を逸することになるので、少しでもペティナイフ等が引っかかったら、てい

ねいに剪定鋏ではみ出した部分の根を切るようにする。石礫についても同様に、円筒の上端
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面よりはみ出ている部分については、剪定鋏で切り落とすか削り取り、整形面を平滑にする。 

ｄ. 円筒の掘り上げはゆとりをもって、根を確実に切断して  

上面の整形が終了したら、ふた（一重の方）を被せる。その後、円筒試料の下面を整形す

るため円筒を掘り上げる。その時、片手で円筒を押さえながら円筒の下面より 5～10cm 程度

深めのところに土壌断面整形用コテなどを水平に挿入する。その後、コテを土層中に挿入し

たまま、片手で円筒を押さえながら、円筒の下部の側面に沿って剪定鋏を用いて切れ目を入

れて周辺土壌と繋がっている根を切断する。根が繋がっていないことを確認した後、片手で

コテを、残った手でふたをした円筒の上面を押さえながら、円筒試料を掘り上げる。その際

に、根が完全に切れていない状態で、無理に掘り上げると円筒内の土塊が崩れて試料が散逸

するので、少しでも根の抵抗を感じたら、作業を一旦中止して根を剪定鋏で切断し、その後、

掘り上げ作業を続ける。掘り上がったら、片手で握っているコテともう一方の手で押さえて

いる円筒を慎重にひっくり返し、コテで押さえていた円筒試料の下面を上側にする。その後、

c. に記述した円筒試料上面の整形と同様にして、下面を整形する。 

(4) 補足 

この事業における円筒採取の目的は、細土容積重を測定することにある。そのため、円筒

の縁から土壌だけでなく根や石がはみ出ると誤差となるので注意する。礫を抜くことにより

円筒が入る場合は礫を抜いても良いが、礫のあった空間に土壌が入り込まないようにし、同

等の礫で差し替える。採土円筒内に含まれる範囲の石礫と根については定体積試料として持

ち帰った後、重量を測定する。細土、石礫、根の各重量から、細土容積重を算出し、これと

断面で判定した石礫率に基づいて定積細土重を計算する。 

円筒採取時に切断できない石礫に当たった場合や、大きな石礫が入り円筒内に収まらない

場合には、場所を移して採取し直す。 

石礫が非常に多い場合や巨礫が占める場合であっても、石礫率が 90%以下の場合には、採

取するブロックの大きさ大きくして隙間にある土壌を掻き集め、定体積試料を必ず採取する。

石礫率が 100%未満の深度で定体積試料が欠測となった場合には、その土壌断面の炭素蓄積

量全体が欠測となってしまう。 

 

採土円筒試料の採取手順の要約 

1） 円筒に付着した土壌を雑巾で拭き取る。 

2） 刃を下に、土壌に置く。 

3） 円筒の周囲を剪定鋏やナイフで切る。片手は常に円筒を押さえる。 

4） 中～太根を切り、石礫を削る。 

5） 円筒を差し込む 

6） 3)を繰り返し、円筒全体を土壌に差し込む。 

7） はみ出た上端部(1cm 程度)を円筒の縁と平行に削る。 

8） 円筒周囲に付着した土を拭き取り、一重のふた（網のない方）をする。 

9） 円筒下端より 10cm 程度下に土壌コテを入れる。 

10） 剪定鋏をコテの周囲や円筒下部に回し、根を切断する。 

11） すべての根が切れたら、コテを当てたまま上下をひっくり返し円筒を掘り出す。 

12） 円筒の縁からはみ出た部分を剪定鋏とナイフで切りながら削る。 

13） 横にすかして見ながら、円筒の縁と平行になるまで削る。 

14） ポリ袋に移す。円筒内部に付着した土壌はすべて移す。 
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6. 片付けと埋め戻し 

1) 試料の確認 

資料の確認は必ず様式 A5 の試料確認欄の□印にチェックを入れて行う。それぞれの調査

位置毎にポリ袋に採取された堆積有機物試料（“T”、“L”、“F”、“H”）があることを確認す

る。 

続いて、それぞれの調査位置毎にポリ袋に採取された 0～5cm、5～15cm、15～30cm の炭

素量分析用試料、0～5cm、5～15cm、15～30cm の V もしくは VB（あるいは VBC）と書か

れた定体積試料があることを確認する。 

2) 埋め戻し 

調査道具を埋めてしまうことがあるので、まず道具類を確認して片付ける。調査終了後は

念入りに埋め戻し、現況回復をはかる。必要に応じて写真を撮る。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」を参照して提出する。 
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7. 調査手順パネル 

調査地概況調査 【様式 A2】 

 

 

調査地概況調査 【様式 A2】 

1. 調査地の杭を確認（必要なら仮設） 

2. 植生と地形概況の記載 

3. 中心から東西南北方向の林相写真 
 

 調査地中心杭 
 

東西南北の赤杭 

 
45°の青杭 

 
林相写真（東西南北方向 4 枚）  
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枯死木調査 【様式 A4-1、A4-2】 

枯死木調査 ラインインターセクト【様式 A4-1】 

1. 東西・南北にライン 

2. ①水平距離の測定 

または ②傾斜構成簡易図と水平距離の測定 

または ③斜距離と傾斜角の測定 

3. ラインを横切る倒木・根株の樹種、分解度、直径、種類、

残存率の記載 

枯死木調査 立枯木・根株【様式 A4-2】 

1. ラインに沿って 1m 以内に入る立枯木と根株をチェック 

2. 立枯木の樹種、分解度、胸高直径、高さを記載 

3. 根株の樹種、分解度を記載 

基準尺、番号札と一緒に写真撮影（強制ストロボ） 

直径、地際高（上下）地際直径を記載 

4. 根株がどちらかのラインで一個でもあった場合は周囲立木

５本の樹種、胸高直径、地際直径を記載 

 

根株の直径、地際高
（上・下）を測定 

ライン上を 2m のポールの
中心を持って歩き、測定対象
の立枯木と根株をチェック 

根株の地際直径も
測定 

根株の写真を撮影 立枯木も測定 

ラインを横切る枯死木の直

径を 5mm 単位で測定（斜

めの木は高さ 1.5m まで） 

 

東西南北にライン 
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炭素蓄積量調査 【様式 A5】 

 
10. 直方体内の土壌

は全量採取。石礫が

大きい場合には隙間

の土壌を集める。 

 
4) 断面の写真と記載 

 
5) 堆積有機物の撮影 

 

3) 土壌断面の作成   

1) 調査位置の決定 

 
6) 堆積有機物の採

取後 

 
7) 分析用土壌 0～ 

5cm（30cm 四方）の

採取 

 
8) 刃を下に、手は常

に円筒を支え、根を

切りながら入れる。 

 
10) ブロック試料

は竹串で採取する

大きさの目印を刺

す。 

 
8) 円筒の縁からは

み出た土、れき、根

を削り、平坦にする。 

 
9) 試料は採取範囲

を広くカバーするよ

うに集める。 

 
3. 5cm、15cm、30cm

深に予め串を刺す。 

1） 土壌炭素蓄積量調査位置 4 地点の決定 NSEW 杭から中心へ 2m、右へ 2～4m の範囲

（図で黄色の部分）。立木の周囲や岩を避ける。等高線に沿って断面を切る。 

2） 土壌炭素量調査票（様式 A5）に地点情報を記載 

3） 土壌断面の作成（深さ 40cm）鉱質土層表面から 0、5、15、30cm の所に串を刺す。 

4） 断面の写真撮影と記載。石礫率の記載（土色帖参照） 

5） 堆積有機物の写真撮影（方形枞を置く） 

6） 堆積有機物の採取 

境界に沿って落葉を剪定鋏で切り、L,F,および T(0.5cm 以上の枝、その他)、(H 層は層

厚 1cm 以上あれば採取) 礫や土塊が混じらないように。 

7） 表層 0 ～ 5 cm の分析用試料の採取 

30cm×30cm×5cm（深さ）の範囲を全量採取し、根や石を除き、よく混合して 1kg

以上を持ち帰る（表層は軽いので多めに。礫が多い場合も多めに。大きな礫や根は捨

てて軽量化）。円筒採取場所を残す。礫が多い場合は円筒を最初に採る。 

8） 表層 1 ～ 5cm の円筒の採取（未経験者は要練習） 

 7)の採取場所の横で 400ml の円筒を採取する。採取後、ポリ袋に移す。 

9） 5 ～ 15cm の深さ、幅 50cm からまんべんなく土壌を採取、混合後 1kg 以上を持ち帰

る。 

10） 8～12cm の深さで円筒を採取し、ポリ袋に移す。（礫が多い場合は直方体のブロック試

料 20×10×10cm を採取） 

11） 15～30cm の深さから土壌を採取混合し、1kg 以上（大きな礫は捨てる）を持ち帰る。 

12） 20～24cm の深さの円筒を採取し、ポリ袋に移す。 

13） 試料と番号の確認を忘れずに。断面を埋め戻す。 

 
10) ブロック内の土

壌は全量採取。石礫

が大きい場合には隙

間の土壌を集める。 


