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8. 様式 

1) 様式一覧 

 

様式 A1 調査実施状況確認票 

 

様式 A2 調査プロット見取り図 

 

様式 A2* 調査プロット見取り図 

 

様式 A3 調査地林相写真 

 

様式 A4-1 枯死木調査票（ラインインターセクト法） 

 

様式 A4-2 枯死木調査票（立枯木・根株） 



様式 A4-3 枯死木調査工程写真 



様式 A5 炭素蓄積量調査票



様式 A6 炭素蓄積量調査工程写真 

 



 C-44 

様式 A1 調査実施状況確認票 
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様式 A2 調査プロット見取り図 
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様式 A2*（方形区用） 調査プロット見取り図 
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様式 A3 調査地林相写真 
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様式 A4-1 枯死木調査票（ラインインターセクト法） 
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様式 A4-2 枯死木調査票（立枯木・根株） 
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様式 A4-3 枯死木調査工程写真 
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様式 A5 炭素蓄積量調査票 

 

  



 C-52 

様式 A6 炭素蓄積量調査工程写真 
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2) 様式記載要領 

 

様式 A1 調査実施状況確認票記載要領 

 (1) 記入年月日 

本様式に記入した年月日を西暦 8 桁数字で記入する。 

(2) 調査地 

調査地の格子点 ID 番号（6 桁数字）を記入する。 

(3) 調査担当者（氏名） 

実際に現地調査を担当した者の氏名を記入する。氏名は姓名を記入することとし、万一の

問い合わせに応えることができる者の氏名を記入する。 

(4) 調査カテゴリ 

該当するほうに○をつける。 

(5) 調査実施状況 

本事業に関わる現地調査の実施状況を次の２つに区分し、該当するほうに○をつける。 

  完了；現地調査を完了した。 

  未了；現地調査が未了である。 

(6) 調査未了の理由 

該当する理由に○をつけ、枠内に詳細経過を記入する。 

(7) 調査地の属地情報 

座標：GPS で中心座標を計測した場合は、測地系（日本または世界）、緯度、経度、GPS

の機種名を記入する。 

地籍名：すべての調査地（民有林、国有林とも）について現在の地籍名をできるだけ詳細

に記入する。 

国有林内の調査地についてｈあ、管轄森林管理署名、国有林名および林小班名を記入す

る。ただし、国有林名が分からない場合は記載しなくてよい。 
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様式 A2 および A2* 調査プロット見取り図記載要領 

(1) 調査年月日 

調査を実施した年月日を西暦 8 桁数字で記入する。複数日にまたがった場合はその最終日

を記入する。 

(2) 調査地 

調査地の格子点 ID 番号（6 桁数字）を記入する。 

(3) 調査担当者（氏名） 

実際に現地調査を担当した者の氏名を記入する。氏名は姓名を記入することとし、万一の

問い合わせに応えることができる者の氏名を記入する。 

(4) 調査カテゴリ 

該当するほうに○をつける。 

(5) 調査プロット見取り図 

カテゴリ A の場合は炭素蓄積量調査を行った地点に ●（黒丸）をつける。 

調査プロット内に複数の小班や森林以外の土地が含まれる場合は林分１、林分２、林分３、

畑、道路のように区別し、それぞれの境界線と種類を記入する。枯死木調査の調査ライン長

から除外される道路等についてはラインにかかる長さが分かるように記載する。 

調査プロットの地形特徴を記載する。 

(6) 調査位置の取り消し、移動 

調査を行わなかった調査位置については、取り消しの□にチェックをつけ、その理由を記

入する。 

採取地点を移動した調査位置について、その移動方向と移動量を記入する。 

マニュアルに指定された位置で採取した場合には何も記入しない。 

岩石地等で石礫が 100%であった場合には、調査実施とし、様式 A5 の鉱質土層の 0-5、5-15、

15-30cm の 3 深度すべてについて、石礫率の項目に 100%と記入する。ガレ地は流水のある

なしにかかわらず、石礫率 100%として処理する。これに準じて、沢や河川（人工的な施工

が行われていないものに限る）においても、石礫率を 100%として処理する。調査位置が一

部崩落地の中に含まれていても、岩石地であることが確認できる場合は、石礫率を 100%と

して処理する。未到達地点は、未調査とする。たとえば、ガケなどで実際に土壌断面を作成

する地点に行くことができなければ、その地点は未調査となる。他方、土壌断面を作成する

地点に到達し、その場所が岩石地であることが確認できれば、石礫率 100%として処理する。

実際に調査できなかった場合、移動可能範囲のどこかに岩石地等が含まれていれば、石礫率

100%とする。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。 

(7) 調査プロットが方形区の場合（様式 A2*） 

方形プロットの四隅を北東→北、南東→東、南西→南、北西→西と読み換えて、円形プロ

ット同様に記載する。 
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様式 A3 調査地林相写真 

(1) 調査年月日 

調査を実施した年月日を西暦 8 桁数字で記入する。複数日にまたがった場合はその最終日

を記入する。 

(2) 調査地 

調査地の格子点 ID 番号（6 桁数字）を記入する。 

(3) 調査担当者（氏名） 

実際に現地調査を担当した者の氏名を記入する。氏名は姓名を記入することとし、万一の

問い合わせに応えることができる者の氏名を記入する。 

(4) 写真欄 

撮影した林相写真を、横長で枠いっぱいの大きさで貼る。1 ページには 2 枚ずつ、北、東、

南、西方向の順に貼る。 

(5) 撮影方向 

北、東、南、西のいずれかを明記する。 

（注意事項） 

様式 A3 のアルバム形式の調査地林相写真は、最終成果品として提出する印刷物にだけ使

用する。写真の電子データは、マニュアル D「データ整理と報告書の作成」を参照して決め

られたファイル名をつけて 1 枚ずつ個別の画像ファイルとして提出する。 

様式 A3 の印刷物の作成は、形式が同様であれば、マイクロソフトエクセル以外のどのア

プリケーションを使用しても差し支えない。 
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様式 A3 調査地林相写真 

本様式は、最終成果品として提出する印刷物にだけ使用する。写真の電子データは、マニ

ュアル D「データ整理と報告書の作成」を参照して、決められたファイル名をつけて 1 枚ず

つ個別の画像ファイルとして提出する。 

本様式は、形式が同様であれば、様式ファイルに用いられているマイクロソフトエクセル

以外のアプリケーションを使用して作成しても差し支えない。 

(1) 調査年月日 

調査を実施した年月日を西暦 8 桁数字で記入する。複数日にまたがった場合はその最終日

を記入する。 

(2) 調査地 

調査地の格子点 ID 番号（6 桁数字）を記入する。 

(3) 調査担当者（氏名） 

実際に現地調査を担当した者の氏名を記入する。氏名は姓名を記入することとし、万一の

問い合わせに応えることができる者の氏名を記入する。 

(4) 写真添付欄 

撮影した林相写真を、横長に枠いっぱいの大きさで貼る。1 ページに 2 枚ずつ、北、東、

南、西の順に貼り付ける。 

(5) 撮影方向 

北、東、南、西のいずれかを記入する。 
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様式 A4-1 枯死木調査票（ラインインターセクト法）記載要領 

(1) 調査年月日 

調査を実施した年月日を西暦 8 桁数字で記入する。複数日にまたがった場合はその最終日

を記入する。 

(2) 調査地 

調査地の格子点 ID 番号（6 桁数字）を記入する。 

(3) 調査担当者（氏名） 

実際に現地調査を担当した者の氏名を記入する。氏名は姓名を記入することとし、万一の

問い合わせに応えることができる者の氏名を記入する。 

(4) 調査ラインの方向 

該当する調査ラインに○印をつける。当該の様式がそのラインでの同じ様式の何枚目に当

たるかについて○印をつける。 

(5) ラインの水平距離 

ラインの水平距離の測定方法を、下記の３つの方法から選択する。使用する測器を選択し、

「その他」を選択した場合は距離と傾斜を測るのに使用した測器の名称を記入する。傾斜構

成簡易図は、東西方向のラインの場合には左が西に、南北方向のラインの場合には左が南に

なるように記載する。 

１) レーザー距離計などの測器を使って、ライン両端の水平距離(m)を測定し①に記入する。

調査ラインの縦断地形を傾斜構成簡易図にスケッチする。 

２) 地形毎にラインを数カ所に分割し、調査ラインの縦断地形を傾斜構成簡易図にスケッ

チする。分割点毎の水平距離をレーザー距離計などの測器を使って測定し、ライン番号とと

もに②に記入する。 

３) 地形毎にラインを数カ所に分割し、調査ラインの縦断地形を傾斜構成簡易図にスケッ

チする。分割点毎の斜距離(m)と傾斜角（度）を測定し、ライン番号とともに③に記入する。 

 

東西南北の杭がない場合は、仮設杭を設置し、上記と同じ方法で記載する。 

2 本のラインは中心杭で直交すること。 

(6) 倒木、根株ともにライン上に無い場合 

枯死木無しの□にチェックを入れて、そのラインの調査を終了する。 

(7) 倒木だけ、あるいは根株だけがライン上に無い場合 

それぞれ、倒木無しあるいは根株無しの□にチェックを入れる。 

(8) 樹種の略称設定 

(9)で記載する樹種の略称を設定する（例「ヒ：ヒノキ」）。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。 

(9) 樹種 

樹種を記載する。(8)で略称を設定している場合は略称の記載で良い。樹種がわからなけれ

ば針葉樹か広葉樹の区別を記載する。針葉樹か広葉樹かも不明な場合は不明と記載する。 

(10) 分解度 

タケ以外は０～５を、タケはａ～ｃを記入する。 

(11) 直径 

0.5cm 単位、小数点以下 1 桁まで記載する。長径と短径が大きく違う場合は「10.5, 6.0」

等カンマを入れて記載する。 

(12) 種類 

倒木か根株かの区別を記入する。根株の場合は□にチェックを入れる（根株の□にチェッ
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クが入っていなければ倒木とみなされる）。※根株の場合のチェックは重要なので忘れないこ

と。 

(13) 残存率 

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(10%単位)を書く。記

載がなければ 100%残存と見なされる。 

(14) 用紙 

用紙は調査ライン毎に別葉とする。 
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様式 A4-2 枯死木調査票（立枯木・根株）記載要領 

(1) 調査年月日 

調査を実施した年月日を西暦 8 桁数字で記入する。複数日にまたがった場合はその最終日

を記入する。 

(2) 調査地 

調査地の格子点 ID 番号（6 桁数字）を記入する。 

(3) 調査担当者（氏名） 

実際に現地調査を担当した者の氏名を記入する。氏名は姓名を記入することとし、万一の

問い合わせに応えることができる者の氏名を記入する。 

(4) 調査ラインの方向 

該当する調査ラインに○印をつける。当該の様式がそのラインでの同じ様式の何枚目に当

たるかについて○印をつける。 

(5) 樹種の略称設定 

(7)で記載する樹種の略称を設定する（例「ヒ：ヒノキ」）。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。 

(6) 立枯木が調査範囲に無い場合 

立枯木無しの□にチェックを入れる。 

(7) 樹種 

樹種を記載する。(5)で略称を設定している場合は略称の記載で良い。樹種がわからなけれ

ば針葉樹か広葉樹の区別を記載する。針葉樹か広葉樹かも不明な場合は不明と記載する。 

(8) 分解度 

タケ以外は０～５を、タケはａ～ｃを記入する。 

(9) 胸高直径 

1.2m の高さの直径を 0.5cm 単位、小数点以下 1 桁まで記載する。長径と短径が大きく違

う場合は「10.5, 6.0」のようにカンマを入れて記載する。 

(10) 立枯木の高さ 

高さの測定は、測器がある場合は測器を使用し、測器がない場合は目測で m 単位で記載す

る。目測で測定した場合は目測の□にチェックを入れる。幹折れの場合は幹折れの□にチェ

ックする。 

(11) 幹折れ、備考 

特記事項があれば記載する。 

(12) 根株が調査範囲に無い場合 

根株無しの□にチェックを入れる。 

(13) 樹種 

樹種を記載する。(5)で略称を設定している場合は略称の記載で良い。樹種がわからなけれ

ば針葉樹か広葉樹の区別を記載する。針葉樹か広葉樹かも不明な場合は不明と記載する。 

(14) 分解度 

タケ以外は０～５を、タケはａ～ｃを記入する。 

(15) 札 No. 

根株と一緒に撮影した個体識別のための番号札の番号を記入する。 

(16) 根株直径 

２つの地際高上端の低い方の位置で直径を測定する。0.5cm 単位小数点以下 1 桁まで記載

する。 
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(17) 地際高（上） 

根株の地際高を斜面の上側で測定する。0.5cm 単位小数点以下 1 桁まで記載する。 

(18) 地際高（下） 

根株の地際高を斜面の下側で測定する。0.5cm 単位小数点以下 1 桁まで記載する。 

(19) 地際直径 

２つの地際高下端の高い方の位置で直径を測定する。0.5cm 単位小数点以下 1 桁まで記載

する。 

(20) 心腐れ、備考 

根株に心腐れが認められた場合に、心腐れの□にチェックを入れる。その他の特記事項が

あれば記載する。 

(21) 周囲立木 5 本 

様式 A4-2 において根株があった場合には、周囲の立木 5 本について樹種、胸高直径、地

際直径を記載する。樹種については(7)と、胸高直径については(9)と、地際直径については(19)

と同様に記載する。 

(22) 用紙 

用紙は調査ライン毎に別葉とする。 
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様式 A4-3 枯死木調査工程写真 

本様式は、最終成果品として提出する印刷物にだけ使用する。写真の電子データは、マニ

ュアル D「データ整理と報告書の作成」を参照して、決められたファイル名をつけて 1 枚ず

つ個別の画像ファイルとして提出する。 

本様式は、形式が同様であれば、様式ファイルに用いられているマイクロソフトエクセル

以外のアプリケーションを使用して作成しても差し支えない。 

(1) 調査年月日 

調査を実施した年月日を西暦 8 桁数字で記入する。複数日にまたがった場合はその最終日

を記入する。 

(2) 調査地 

調査地の格子点 ID 番号（6 桁数字）を記入する。 

(3) 調査担当者（氏名） 

実際に現地調査を担当した者の氏名を記入する。氏名は姓名を記入することとし、万一の

問い合わせに応えることができる者の氏名を記入する。 

(4) 写真添付欄 

撮影した堆積有機物の堆積状況と土壌断面の写真を、横長に枠いっぱいの大きさで貼る。1

ページには 4 枚ずつ、番号の若い順に南北、東西のライン毎にまとめて貼り付ける。 

(5) 調査ラインの方向 

南北、東西のいずれかを記入する。 

(6) 番号札 No. 

根株と一緒に撮影した番号札の番号を記入する。 


