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現地説明会・講習会の記録 





平成 26 年度森林吸収源インベントリ情報整備事業 全体講習会 

開催日 平成 26 年 7 月 1 日（火）13:30 ～ 15:45 
場所     （独）森林総合研究所 本所（第２会議室）

関西支所、四国支所、九州支所（TV 会議） 
参加者（森林総研）金子、大貫、石塚、平井、田中、池田、今矢、志知、橋本、大曽根、

岡本、酒井（寿）、釣田、稲垣（昌）

参加者（受託者）増田、佐藤、村田、荒木〔（株）クリタス〕、野森、権、岡田、佐原、 
佐藤、山口、藤田〔クリタ分析センター（株）〕、藏重、鷲田〔（株）宮

城環境保全研究所〕、江藤、杉村、水上〔熊本県森林組合連合会〕、増永、

竹入〔（株）アドプランツコーポレーション〕

● スケジュール

13：30  開会 
13：30～ 講義 

I   事業の概要 
II   野外調査方法の確認 
III  野外調査データの入力について 
IV  試料調整と CN 分析の注意点 
V   精度管理の工程と成果品の提出 

15：30～ 全体質疑 
15：45  閉会 

● 概要

平成 26 年度森林吸収源インベントリ情報整備事業土壌等調査の講習会として、全国

６ブロックの試料収集分析業務受託者およびその再委託者を対象に、野外調査や試料分

析の注意点について説明した。本年度の受託者はすべて昨年度もこの事業を受託してお

り、実作業についてはよく知っている。このため、本講習では、受託者に作業の意味を

理解したうえでより高い精度の測定をしてもらえるよう、それぞれの測定項目が最終的

に炭素貯留の計算にどのように使われるのかという理論的背景に重点をおいて説明し

た。さらに、精度管理の工程と成果品の提出、本年度スケジュールについても詳細な説

明を行い、これから開始される業務の流れと期日について森林総研と受託者の間で確認

した。

本年度はこれまで全体講習会において行ってきた実技講習をとりやめ、講義だけを

行ったが、その分、講師も参加者も講義に集中することができ、両者の間にあった認識

のずれや疑問点のすり合わせを行うことができた。また、事業の開始にあたって森林総
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研と受託者の間で顔合わせもでき、今後、円滑に業務を進めていくうえで十分な成果を

果たした。

● 記録写真
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森林吸収源インベントリ情報整備事業地域講習会・東北ブロック

開催日：2014 年 7 月 18 日（金） 
場 所 ：岩手県久慈市（調査地点コード 030610） 
講 師 ：石塚・平井（森林総研本所）・篠宮・小野（森林総研東北支所）

○概要

平成 26 年度、東北及び関東ブロックを担当する宮城環境保全研究所の蔵重氏、鷲田氏、

他 4 名（うち 2 名が講習会に初参加）の計 6 名を対象に、地域講習会を実施した。当日の

天気は講習会終了頃に雨が降ったが、概ね良好であった。調査地点は久慈市内でも西部に

あり、九戸村との境界に近い民有林であった。盛岡市内から駐車場所まで八戸道九戸 IC 経

由で約 1.5 時間、駐車場所から調査地点まで約 100m と、アクセスが良好な場所であった。

調査地点は牧場に隣接する、アカマツを主体に広葉樹が混じる林相であった。非常に緩や

かな斜面で、傾斜は 10 度程度、土壌型は褐色森林土であった。宮城環境保全研究所は連年

担当していること、担当者の役割分担が進んでいることから、講習会は宮城環境保全研究

所の新規担当者を主体に作業を進め、森林総研側は状況や必要に応じて助言するような形

で行った。

調査地点や杭の確認等、担当者らが事前に済ませていたこともあり、講習会は 9 時頃よ

り速やかに開始した。概況調査と枯死木調査を実施し、比較的経験の少ない担当者 2 名が

主に作業にあたり、講師は石塚が務めた。概況調査終了後、他の担当者は土壌炭素蓄積量

調査を開始した。E 地点は牧場の敷地内のため調査対象外とし、1～2 名ずつに分かれ、N、

S、W の 3 地点の試孔掘りを同時に進めた。午後、担当者全員で土壌炭素蓄積量の調査を行

った。その際、講師側は 3 地点に分かれて対応し、試料採取など主たる作業は新規担当者

に担当してもらい、土壌断面の掘り進め方や土壌円筒試料の採取手順など、調査の基本的

作業に重点をおいて指導した。作業は順調に推移し、14 時半頃には全作業を終了した。車

に戻った後、試料の確認・リスト作成を行い、全体総括後 15 時頃に現地解散した。 
今回の講習において、枯死木調査では、分解度判定を中心に指導をおこなった。倒れて

いる根株があったため、地際高については掘り出して計測し、計測後に元に戻すように指

導した。分解度判定は誤判定が多かったので、マニュアルを再度確認するとともに、現場

においては分解度早見表等を活用して分解度判定能力を高めるよう指導した。土壌炭素蓄

積量調査では、堆積有機物の区分について多くの受講生から質問があった。特に、L 層と F
層の区別が難しいとの意見が多かったため、実際の落ち葉を使って L 層と F 層の区分法に

ついて返答した。また、Ao 層・A 層の境界もわかりにくいとの意見であった。Ao 層・A 層

の境界は文章をのみ理解して判別するのでは正確に区別できない場合もあるので、色あい

や竹串の刺し具合なども利用して判断するとよいことを伝えた。

今回、担当者らは手間取ることなく作業を進めており、本調査に対する理解度の高さを

確認できた。また、堆積有機物に関する質問・指導が多かった。堆積有機物層の見分け方

などは経験者でも判断しにくい内容も含まれている一方で、本事業にとって重要な部分で

もある。今回の講習会を通して、調査担当者を対象に講習会を開催し、担当者の基本技術

を点検・確認してもらうこと、調査内容の理解度の維持を図ることが重要であると改めて

認識した。
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調査地点は、なだらかな斜面に成立した

落葉広葉樹を含むアカマツ林であった。

土壌炭素蓄積量調査の際、堆積有機物層の

見分け方など指導した。

荒掘りの際、堆積有機物の採取予定の場所

にビニル袋をかけて、土が混じらないよう

工夫していた。

提出書類の記載内容を確認している様子。

枯死木調査の様子。主に新規担当者により

進められた。

E 地点は牧場の敷地に入っており、調査対

象外と判断された。
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森林吸収源インベントリ情報整備事業地域講習会 九州ブロック 

開催日：2014 年7 月24 日（木） 

場所 ：熊本県天草市河浦町白木河内 （調査地点コード 430020） 

講師 ：大貫・山田（森林総研本所）、酒井（佳）・稲垣・釣田（森林総研九州支所） 

○概要 

 九州及び中国ブロックの現地調査を担当する熊本県森林組合連合（以下熊本県森連）の担当者５名

を対象に調査指導を行なった。梅雨明け後の気温が急激に上昇する時期にときおり降る通り雨が重な

り、当日は大変蒸し暑い中で講習会が行なわれた。 

 ８時に河浦町運動公園駐車場にて待ち合わせ後、車で５分程度の場所にある調査地点に向かった。

対象林分はスギ・ヒノキ人工林とアラカシ・コジイを中心とする広葉樹林であり、傾斜は20–40度程度

であった。 

 今回ブロック現地調査を担当される熊本県森連は過去２年担当しており、５名中４名が調査経験者

だった。そのため、通常の調査手順を行なう中で、講師が気づいた点を指摘する形で講習を行った。

中心杭確認〜概況調査を全員で行ない、土壌断面調査を３地点同時に開始した。うちW断面の担当者は

未経験者であったので断面調査を補助しつつ重点的に指導を行なった。NとS断面は経験者が担当した

ので手順の確認に重きをおき、堆積有機物を残しすぎない、石礫率が95%を占めていた場合でも少しで

も土壌があれば採取するといった本年度新たに喚起した注意点を調査者と確認し合った。経験者は概

ね手順通りに調査を行っていたが、調査手順のなかには断面整形の考え方の理解がやや不足する場合

もあった。A0層と鉱質土層の境界付近を明瞭にするため、鉛直方向から剪定鋏を用いて整形を丁寧に

行う必要性や、有機物の多い表層の土壌を下層に付着すると土層の判定が正しくできなくなるので上

方から下方に整形することの必要性を説明した。 

 午後はN断面の担当者がE断面の調査を行い、他の地点を終了した調査者が枯死木調査を行なった。E

断面は、１期の調査結果から石礫率が高いことが予想されたが、今回も表層から小礫が数多く見られ

た。円筒採取時にやや大きな礫が円筒内に入り作業が進まなくなったため、講師の一人が調査者と交

代して礫が多い場合の円筒の調整方法を実演した。礫がある程度の大きさであっても剪定鋏で切断、

整形ができることを講師が示した。熊本県森連では過去の調査でブロックサンプリングの必要性が少

なかったことから、本講習が礫の多い調査地点での調査法の判断基準になったであろうと思われる。 

 枯死木調査についても、通常行っている調査体制の作業を行ってもらい、講師が手順を確認した。

これまでの調査では①枯死木の探索と測定、②樹種・分解度の判定、及び記録とを分担して二人一組

で実施しており、今回もこの担当での作業が行なわれた。記録者が作業者に指示を出しながら作業が

スムーズに行われていることを確認した。枯死木のなかには分解が進み一部が土壌に埋まったような
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ものがあり、直径巻き尺による測定に時間を要した。また、立枯木には、林冠が混み合っていて葉の

様子が一見しただけでは見にくいところで、目視の高さでは樹皮も付いており生立木と見分けが付か

ないものであっても、地際に腐朽痕が少しあり幹を指で押すと柔らかく材の腐朽がわかるものがあっ

た。枯死しているか判定しにくい場合には、手で材の堅さや樹皮の剥がれやすさもみるように指導し

た。周囲木の測定について、今回の根株は周囲木に比べて非常に細いものであったので、視界の範囲

で比較的細いものを選んで測定するように指導した。すべての調査は16時頃終了した。

 講習全般を通して、経験者が行なう調査はほぼ円滑に行なわれていたが、堆積有機物の採取作業で

は必要以上に時間をとられていることが気になった。礫の混入を防ぐため堆積有機物を手作業で確認

しながら回収する作業は、崩積地のような堆積有機物量が集積しやすい調査地点では他の作業項目と

比べ作業時間が突出する可能性がある。一つの作業工程に時間を取られすぎないよう、礫の存在量に

応じた採取の仕方をする必要を感じた。一方、断面整形のところで述べたような、正確な炭素蓄積量

測定を行なうための手順が十分に行なわれていない行程もある。炭素蓄積量測定の精度を保つため、

マニュアル上の手順を細部までより良く理解することが重要である。 

林分風景 S地点 調査風景 

E地点 調査風景 調査終了時 
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森林吸収源インベントリ情報整備事業地域講習会・中部近畿ブロック

開催日：2014 年8 月４日（月） 
場 所：京都府京都市右京区京北細野町（調査地点コード 260200） 
講 師：岡本(森林総研関西)、金子・阪田・志知(森林総研本所)、酒井(佳)(森林総研九州)

○概要

中部関西ブロックを担当する株式会社クリタスの担当者 6 名を対象に地域講習会を実施

した。京都では前の週まで猛暑が続いており、クリタスには熱中症の対策を講じていただ

いたが、講習会当日は時折小雨の降る曇天だったため熱中症の心配は少なかった。最高気

温は林内で 27 度と、この時期としては快適な状況の下で講習会を行うことができたのは幸

運だった。

7 時 50 分頃に太秦天神川駅で京都駅周辺宿泊組をピックアップし、予定待ち合わせ時間

8 時半にやや遅れて集合場所である関西電力のゲート前に到着した。今回の調査地は、関西

電力の敷地内で自動車の駐車場所に隣接しており、アプローチは非常に容易だった。植生

は広葉樹二次林であり、一部の斜面と谷底には施設の敷設に伴う開削の影響が認められた。

調査地内には傾斜が 30～40 度程度を示す斜面があったが、中央付近はなだらかな谷底であ

ったため、調査にはそれほど支障がなかった。

8 時 45 分から事前説明を行い、調査を開始した。通常行っている調査体制に従って、現

場スタッフを基本的に枯死木班 1 組（2 名）、土壌調査班 2 組（1 名ずつ）の 3 班に別れて

調査を行ってもらった。それぞれの班に対して同数の講師が付き、1 名が全体を総括するよ

うな形で講習を進めた。調査地の杭は前日の下見の際に確認済みだったため直ちにライン

設定を行った。見通しが良いため直ぐに設定が終わり、1 組がライン長測定・枯死木調査、

2 組が土壌断面調査に分かれた。土壌断面の位置の決定に際しては、目測ではなく、ポール

等を用いて厳密に行うよう指導した。土壌断面には中生界の丹波帯の砂岩由来の大きな礫

が多く認められた。これらの礫は風化していたため、時間をかければ剪定ばさみで切断で

きたが、その分円筒を手早く採取することができず、手間がかかってしまった。とくに尾

根の調査地点では、午後にかけて試料を採取することとなった。一方、ライン長測定と枯

死木の調査は、担当者が手慣れており、無駄なく進められた。枯死木、根株とも数が多く

なかったため、開始から 1 時間かからず終了した。分解度の判定と根株の計測については、

調査を進めながら、これまでの調査事例などをあげて講師とやりとりしたため、意識の共

有が計られたと思われる。調査が早く終了した枯死木班は残る 2 断面の荒堀を行った。12
時過ぎから各班の進み具合に応じて各自昼食をとった。

午後は、尾根の試料採取と谷底の 2 地点の土壌断面調査を行った。谷底上流部の調査地

点は比較的最近に堆積した小礫を多く含む土層のため、試料が採取しやすく、早々に調査
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が終了した。一方、下流部の地点は大きな礫を多く含んでいて、試料採取時には断面で見

たときよりも多くの礫が認められた。このため、試料の採取に時間がかかり、3 層目の採取

はブロックサンプリングで実施した。全ての試料が採取し終わったのは 16 時頃であった。

その後、埋め戻しを行い、車に戻って講習会の総評を行い、16 時 30 分頃に解散した。 
 今回の調査で少し気になったのは、クリノメーターの使い方である。まず、不安定なも

のではなく、固定しやすい安定したものの上にクリノメーターを置く。その際、クリノメ

ーターの「短辺」ではなく「長辺」を安定したものにあてた方が、正確に傾斜を測定でき

る。最後に内側の目盛りの数値で傾斜計の角度を読む。用具は正しく使用しないと、正確

に測定できないので、正しい使い方を覚えるように指導を行った。

写真１．調査地の様子。調査地内の中央に

谷がある。施設整備のために樹木が伐採さ

れ、下草もほとんどないため、調査しやす

かった。

写真３．堆積有機物の採取。広葉樹類の落

葉で採取しやすかった。

写真２．根株の測定。分解度の判定、根株

計測のやり方について、実例を挙げながら

講師と話し合って進めた。

写真４．尾根地点の土壌円筒の採取途中。

風化した礫が多く、円筒試料、化学性試料

の採取にかなり手間取った。
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森林吸収源インベントリ情報整備事業ブロック別地域講習会 西日本ブロック（中四国）

開催日：2014 年 8 月 21 日（木） 
場所 岡山県吉備中央町吉川 7537-5（調査地点コード 330200） 
講師 石塚・今矢（森林総研本所）、酒井・森下（森林総研四国支所）

オブザーバー 齋藤（林野庁森林利用課）

○概要

西日本ブロックを担当する熊本県森林組合連合会の担当者 2 名、（株）アドプランツコー

ポレーションの担当者 3 名を対象に地域講習会を実施した。講習会前日まで、中国・四国

地方は台風等の影響による記録的豪雨がたびたび続いており、当日の天候および講習予定

地（以下調査地）の状況が心配されたが、時々晴れ間ものぞく曇りの天候の中、朝 9 時に

開始した現地講習会は、予定通り 16 時に総評まで含めた全ての講習を完了した。 
朝 8 時半に道の駅「かよう」で待ち合わせて、自動車 3 台で 10 分程度離れた調査地点近

傍まで移動した。調査地は車から数分の水田に隣接するコナラを主体とする広葉樹林で、

傾斜は 10～20 度程度の緩やかな斜面で、車から調査地へのアプローチに支障はなく、講習

も円滑に進めることができた。

受講者 5 名中 4 名は、過去 2 年、本事業の調査を担当してきたため、通常の調査手順を

進めてもらい、講師が指導およびアドバイスする形で講習をおこなった。調査プロットを

示す杭のうち、北の杭の発見にとまどったため、特に、落葉広葉樹の調査地では、杭がか

なり深い落葉に埋もれることがあるので除けて探すよう指導したところ、無事に発見でき

た。10 時前から 3 班に分かれ、土壌断面調査を開始した。受講者のうち 1 名は、土壌調査

初心者であったため本所からの講師が 1 対 1 で基本的な土の堀り方（スコップで格子状に

根を切断して掘り上げる、根は掘り上げた土と別にすると埋め戻し作業の負担が減るなど）

から講習をおこなった。残りの 2 班については、支所の講師がそれぞれ担当して、本所か

らの講師が 3 班それぞれを、適宜巡回する形で講習を進めた。2 班は、経験者のグループだ

ったが、断面調査では、掘りやすさだけを考えて調査地点を移動しようとしていたことや、

断面上方に向かずに断面を作成しようとしていたことなど、いくつか理解不足の点が見ら

れたため、その場で調査方法マニュアルを確認してもらい、それに従うよう指導した。

その後、約 1 時間かけて断面を作成し、途中、昼食を挟んで、有機物層および土壌採取

をおこない、14 時頃、埋め戻しまでの土壌調査が完了した。基本的な手順自体には大きな

問題なかったが、複数年調査を担当している特有の問題として、使用している道具の劣化

について指摘した。特に、剪定鋏の切れ味が鈍く、断面の整形、円筒試料の採取と整形に

とまどっていた。切れない剪定鋏は、作業効率が悪化するばかりか、円筒試料の整形の際

に不必要な撹乱を生じるので、しっかり手入れをするもしくは買い換えるよう指導した。

土壌断面調査地点のうち1地点では、深さ11cm以下の断面全体が礫で占められていたため、
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ブロックサンプリングをおこなった。このような場合は、礫上部までの土壌を全て採取す

ること、11cm 以深が礫で全て占められていることを調査表備考欄に記載するよう指導した。 
全ての断面調査が完了した 14 時過ぎから、枯死木調査に関する講習を全員一緒におこな

った。今回の調査地は、立枯木および倒木、分解度 5 の根株が多かったため、東西、南北

の 2 本の調査を終えるのに 1 時間半程度を要した。枯死木について分類の難しいものも見

られ、講習会としては良いサンプルに恵まれた。特に「根株から幹折れしてラインにかか

っている枯死木は、マニュアルの定義上立枯木に該当すること」「一見、幹折れしていて立

枯木に見えても、高さ 1.5m を超えない場合は根株」であることを改めて指導した。また、

分解度の判定に関して、数個判定が間違っていたので正しい分解度に訂正した。

車まで戻ってサンプルを確認した後、講習会中の主な指摘事項を再度確認し、何よりも

安全に調査をおこなうよう指導して、16 時頃、その場で解散となった。 
 複数年度に渡って、調査に慣れてきた担当者については、大筋の手順については問題な

いが、道具の劣化、断面や円筒試料の整形の手順など細かい点で、マニュアルに書かれて

いるにも関わらず、きちんとその通りに行われていない点が多々見受けられるので、時折、

お互いの作業状況をチェックしあうこと、そして何よりもマニュアルを再度熟読すること

の必要性があると感じ、受講者らに伝えた。

①受講者らを先頭に水田向こうの調

査地点まで移動。講師らは後からつ

いて、アプローチ方法をチェック。

③調査経験者には、いつも通りに作業

を進めてもらい、講師は、必要に応

じて指導・アドバイスを行った。

②調査地点の林内・林床の様子。受講

者らが調査プロットの確認と調査地

点の設定を行っているところ。

④枯死木調査（根株の撮影）の様子。

立枯木にも見えなくもないが、1.5m
を超えないため根株と判定した。
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森林吸収源インベントリ情報整備事業地域講習会・北海道ブロック

開催日：2014 年 9 月 24 日（水） 
場 所：北海道上川郡和寒町字東和（調査地点コード 12320） 
講 師：相澤・橋本（徹）（森林総研北海道）、田中・古澤・大曽根（森林総研本所）

○概要

北海道ブロックを担当する株式会社クリタスの担当者 11 名を対象に地域講習会を実施し

た。9 月下旬に入り北海道では朝晩の気温が低下し、紅葉も始まっていたが、当日は天気に

恵まれ、日中の気温は 22℃と絶好の調査日和だった。 
朝 8 時 30 分に調査地点近くの林道に集合し、全員で調査地点に移動した。今回の調査地

近傍にはかつて「和寒の巨木」と呼ばれたミズナラがあり（ミズナラは数年前に枯死）、周

囲には案内板や観察路、駐車スペースなどが整備されていた。このため、調査地へのアプ

ローチは非常に容易だった。調査地は緩やかな傾斜地に成立する針広混交林で、トドマツ

が優占していた。立木密度は低く、倒木に由来するマウンドや林冠ギャップなど撹乱の跡

があり、林内は比較的明るかった。部分的にササが繁茂していたが、調査や試料採取に大

きな支障はなかった。

8 時 45 分、調査を開始した。調査地の杭は担当者らが前日に確認済みだったため、直ち

にライン設定およびライン長測定を行った。その後、担当者は枯死木班 1 組（2 名）、土壌

調査班 2 組（3 名）の 3 班に別れて調査を行った。実際の作業にはそれぞれの組の中でも比

較的経験の少ない担当者があたるようにした。講師はそれぞれの班に 1 名ずつつき、1 名が

全体を総括、残りの 1 名がタイムキーパーとなった。 
枯死木の調査は、枠内の枯死木が少なく、担当者が作業に慣れていたこともあり、1 時間

弱で終了した。担当者はラインインターセクト調査と全数調査を同時に行った。このよう

に２つの調査を並行するのは倒木・根株が少ない今回のような調査地では時間短縮につな

がり有効であるが、倒木・根株が多い場合には二つの調査の測定対象や方法を混同するこ

とのないよう注意が必要である。また、本年度から根株の切断面が地際直径測定位置より

低い場合には、本来地際だった位置の見当をつけ、地際直径、地際高を推定し地際高は「マ

イナス」値として記録するようになった。今回の調査地にはこのようなケースはみられな

かったので、講評の際にこの点を担当者にあらためて確認した。

土壌調査は、礫が少なく試料が採取しやすい土層であったため、断面の作成から試料の

採取まで順調に作業が進んだ。担当者らはおおむねマニュアル通りに正確に作業を行って

いたが、修正が必要な点もあった。ひとつは、堆積有機物試料の取り残しである。土や礫

を採取しないよう注意しつつ、取り残しがないよう指導した。採取の適切さは炭素蓄積量

の値に大きく影響するので、現場で講師と担当者が実際に試料を確認しながら意識の共有

を図ることは講習会の重要なポイントである。二つ目は、化学性試料の採取時に使用する
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バットが小さすぎたことである。バットが小さいと試料が均一に混合できないため、採取

した試料を大きめのポリ袋にいったん全量を移し、口を閉じて袋の外から土塊をつぶしな

がら中身を上下させて混合するように指導した。三つ目は、円筒の採取方法である。担当

者の中には円筒採取時にナイフや剪定バサミを円筒に沿って深くまで入れ、いきなり土や

根を切ろうとする者がいたが、こうすると刃が当たって円筒が動いたり、根を引っ張った

りして試料を攪乱する恐れがある。円筒採取時には円筒の周囲の土を除いて作業スペース

を確保し、根や礫の様子を確認しながら採取するよう指導した。また、表層リターの混入

を防ぐためには円筒を少し深く（試料の上端面が少し円筒から出るくらいに）挿入すると

良いことを伝えた。

今回の講習では調査は全般に円滑に行われたが、ブロックの調査開始にあたって、一連

の作業をこのように確認できたのは、調査の精度を維持するうえで効果的であったといえ

る。

写真１．調査地の様子。トドマツの林に広

葉樹が混じる。林内は明るく、林床植生が

少ないため作業がしやすかった。

写真３．落葉の堆積状況の撮影。傘をさし

て直射光を遮り、明瞭に写るようにする。

写真２．水平距離の測定。巻き尺、クリノ

メーターを用いて、斜距離と傾斜角を測定

する。

写真４．試料の確認。調査終了後、試料を

確認しながら試料リストを記入する。
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