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土壌ガス中 CO2濃度の分析を想定した簡易分析系の構築

飯山一平 1 飯村大樹 2

A simple C02 gas analyzing system for soil gas samples 

Ippei IIYAMA 1 and Daiki IIMURA 1 

Abstract: This study proposed a simple C02 gas analyz-
ing system for soil gas samples. The system consisted of a 

portable infrared-sensing C02 probe with an RS232C-type 

interface and a personal computer. A free同 softwarewas 

used to collect signal outputs from the probe and store the 

output data in the computer. The calibration of the system 

gave a definite linear relationship between the outputs from 

the system and the actual C02 concentrations of gas sam-

ples. The calibration did not dep巴ndon temperature. Eι 
fects of the sampling time on the C02 concentrations were 

also quantified. Although the measured values linearly de-

creased 1 to 2 % due to time-lag between gas sampling and 

gas analysis， it is possible to co町民tthe measured values if 

the linear reduction was evaluated in advance. 

Key Words : calibaration， C02 concentration， simple gas 
analyzing system 

1.はじめに

土壌気相中の C02濃度の深度分布は，土壌における炭

素固定・放出機構の解明の上で最も基本的な情報の一つ

である.その観測頻度については，生物呼吸活動，土壌

ガス輸送性の両者が共に土壌水分条件へ依存することか

ら，土壌水分変化の追跡に応じた回数が必要となる.ま

た，土壌中 C02ガスフラックスを評価する場合，ガス濃

度勾配の把握のために，土壌層位毎に観測点を必要とす

る.さらに，圃場規模・地域規模での変動傾向を把握す

る場合，多数の観測地点を必要とする.以上より，土壌

気相中 C02濃度を対象とした観測は多供試数となる傾

向が強く，よって，分析に係る器材や手順を簡易なもの

としたい.

土壌ガスへの接近法としては，ガス採取のための管状

資材を埋設する方法が多い.管状資材には，金属管ある

いは塩化ビニール (PVC)管等の硬質資材が多く用いら

れる (Davidsonand Trumbore， 1995; Pendall et al.， 2003; 

Fierer et al.， 2005;森本ら， 2009).ナイロンチューブ等

の軟質資材を用いた例 (Suarezand Simunek，1993)も見
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られるが，埋設時に管の途中部分の潰れによる閉塞に留

意を必要とする.これらの資材の内部に土壌ガスを確保

する上で，硬質資材の埋設端に 5rv 10cmの長さに渡っ

て細孔を多数設ける方法 (Davidsonand Trumbore， 1995; 

Pendall et al.， 2003; Fierer et al.， 2005)や，ポリエチレン

等の材質の多孔質フィノレターを別途装着する方法(森本

ら， 2009)がある.また，資材自体を，ポリプロピレン

(Flechard et al.， 2007)やシリコン(柳井・常国， 2009;遠

藤ら， 2010;加藤ら， 2013)等のガス透過性多孔質材とす

る場合もある.以上，土壌ガスへの接近法はいずれも，

採取器材埋設による方法として実質的に同等であり，特

段の不都合は見出しにくい.

一方，埋設資材からの土壌ガスの採取，およびその後

の輸送に係る手順や器材に関しては，シリンジ等により

採取した土壌ガスを，予め実験室で真空にしたパイアル

瓶に注入し保存・輸送した例(Risket al.， 2002;井本ら，

2003;森本ら， 2009) と，ガス採取とその後の輸送用の

双方にシリンジを用いた例 (Suarezand Simunek 1993; 

Davidson and Trumbore， 1995; Pendall et al.， 2003)に大

別される.

分析供試用のガス体積については，1Oml程度(井本

ら， 2003;Fierer et al.， 2005)の他， 5ml未満 (Suarezand 

Simunek， 1993; Davidson and Trumbore， 1995; Risk et al.， 

2002;森本ら， 2009)が多い.よって，実用的なガス試料

の採取・輸送量は数 ml程度と考えられる.

パイアノレ瓶を輸送容器として使用する場合，土壌中か

らのガス試料採取→ガス試料の輸送容器への封入→ガ

ス試料の輸送容器からの取り出し→ガス試料の分析器

への投入，等の手順となり，異なる容器問でガスを出し

入れする機会が多くなる.輸送容器の真空脱気等，付随

する手続きや機器を要する点も，手順簡易化の検討余地

となる.

これに関する課題提起の例として，加藤ら (2013)は，

ガスクロマトグラフによる定量結果が土壌中埋設赤外線

分析器 (InfraredGas Analyzer，以下， IRGA)による定量

結果を大きく下回ったデータを報告した.その原因とし

て，加藤ら (2013)は，ガス試料輸送容器であるパイアル

瓶を真空脱気して用意する際の真空度の不足を挙げた.

よって，土壌ガス試料採取から分析供試までのガス試料
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の保持作法をできる限り単純なものとすることもまた，

有用となる.

輸送容器の持つガス試料密封保持性能については，

輸送容器の種類にかかわらず，検証を必要とする. 一

方，こうした検証については，既往事例の多くにおいて，

説明が省略されているか，十分に試みられていない.ガ

ス試料の密封・保持に関連して，ガス試料採取から分析

供試までの時間についても，限られた研究事例の中に，

「速やかにJ(Suarez and Simunek， 1993)， f24時間以内」

(Pendall et a1.， 2003)， flO時間以内J(森本ら，2009)，f4 

時間以内J(Fierer et a1.， 2005)等が見られ，数時間から

1日程度での実践事例が多い.以上より ，ガス試料採取

以降の数時間におけるガス試料の保全性の検証もまた，

有用である

土壌ガス試料中の C02ガス濃度の定量用分析器とし

ては，ガスクロマトグラフを使用 した事例が多し、(Risket 

a1.，2002;井本ら， 2003;Fier巴ret a1.， 2005;森本ら， 2009). 

ガスクロマ トグラフを中心とした分析系は，汎用実験系

である一方，初期投資や設置スペース等，相応の導入障

壁が存在する.

一方，ガスクロマトグラフに次ぐ分析器として， IRGA 

が挙げられる.IRGAへのガス試料の供試法や IRGAの

較正方法に関し， IRGAに脱 C02のキャ リアガスを流し

て供試ガスを乗せ， IRGAからの出力を時間一濃度曲線

のピーク面積として記録する方法がある (Davidsonand 

Trumbore， 1995; Iiyama and Hasegawa， 2009).これに類

した分析系の特徴として，多量のキャ リアガス，データ

ロガー，外気吸引ポンプ等の必要性が挙げられ，これら

もまた簡易化の対象となる.

以上より，本研究では，携行型赤外線 C02分析器を用

いた簡易 C02濃度分析系の構築事例を示した.そして，

土壌ガス試料の確保作業の単純化および供試までの保全

性の検証の他，既報の分析系に対し，キャリアガスの少

量化，データロガーや外気吸引ポンプの無用化，につい

て工夫の余地を求めた.

2.分析系の概要

Fig. 1にC02濃度分析系の概要を示した.分析系は，

「パソコン .USB-RS232Cケーブル・ C02分析器」の通

信系と ，fN2ガスボンベ・供試ガス注入口・C02分析器」

の通気系とから構成した. C02分析器と して GMP343

(Vaisala社， H巴lsi此i，Finland)を用いた. GMP343につ

いては拡散型またはフロースルー型の 2種類の仕様か

ら後者を選んだ.理由として，分析器内への供試ガス

導入と分析後のガスの廃棄とに係る随意性を考慮した.

GMP343のその他の仕様を Table1に載せた.三方栓

に TS-TRIK(テルモ株式会社，東京)を，シリンジに

SS-05SZ (テルモ株式会社，東京)を，用いた.

GMP343は，測定結果を RS232C規格でのデジタル

信号として出力する.その測定結果のパソコンへの記録

に，フリーソフ トウェア (232エクセルロガー;株式会社

C2D2;名古屋市)および MicrosoftExcelを用い，デー

タロガーを必要としない分析系とした.232エクセノレロ

ガーは，Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP上での動

作が確認されており ，Windows7 (Service Pack 1)上で

も動作可能であった.

GMP343に付属の RS232C規格のケーブルとパソコン

側の USBポートとの接続には， USB-シリアル変換ケー

ブル (UC-SGT;エレコム株式会社;大阪)を用いた.Fig. 

1の通信系の配線に係る設定項目は，COMポート番号，

通信速度，フロー制御，データビット，パリティ ，ストッ

プビッ トであった.いずれの項目も，パソコンのデバイ

スマネージャーとソフトウェアとの双方で設定した.

計測データ記載用として，空の Excelファイルを用意

した.また，通信手順を記したテキストファイノレを， ソ

フ トウェアの仕様に従った書式で作成した.
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Table 1 携行赤外線型 C02濃度分析器 fGMP343Jの仕様.

百lespecification of the portable in仕紅ed-sensingtype C02 gas analyzer“GMP343". 

本体サイズ 長さ 180mm，直径 55mm，質量 360g

測定原理

測定範囲

単光源二波長 NDIR(Nondisp巴rsiveInfrared Detector)方式

o ~ 1000， 0 ~ 2000， 0 ~ 3000， 0 ~ 4000， 

。~5000， 0 ~ 20000 ppmから出荷時選択

精度 (25oC， 1013 hPa) 

温度依存性 (-40~ 60 oc) 

ノイズ

O~ 1000ppm:土3ppm+読み値の 1%

o ~ 2000ppm以上:士 5ppm+読み値の 2%

500ppm未満:士 3%， 500ppm超:土 5%

350 ppmにおいて，土 3ppm

反応時間

動作環境温度

電源，消費電力

アナログ出力

デ、ジタル出力

ガス流量1.21/rninで8秒， 0.31/rnin.で 26秒

-40 ~ +60oC，気圧 0~5b紅

11 ~ 36 VDC， 1 W未満

4 ~ 20 mA， 0 ~ 2.5 V， 0 ~ 5 Vから出荷時選択

RS232または RS485

*)選択可能項目については，本研究で用いた住様を太字とした.

3.分析系の操作手順

分析系 (Fig.1)の操作手順を下記した. 1供試体あた

りの分析所要時間は 1分程度であった.

(i)通信系の起動

分析系内の C02濃度のパソコン上への表示を開

始する.また，三方栓②に圧力計 (PG-I00-102GP，

NIDEC COPAL ELECTRONICS Co阜，東京)を

取り付け，三方栓②は三方全開とする.

(ii)分析系内ガスの N2ガスによる置換(パージ)へ

の準備

三方栓①を，供試ガスシリンジ側 (Fig.1中で S

と付した. ["ガスの流向に対する側面部 (Side) J 

の意)のみを閉じ， N2ガスの上流側および下流

側(Fig.1中でそれぞれUおよびLの符号を付し

た.それぞれ「上流側 (Upperstream) J ， ["下流側

(Lower stream) Jの意)の二方を開けた状態とす

る.次に，撹#用シリンジを S倶.IJに取り付けた三

方栓③について， Sのみ閉じ， UおよびLを開く.

撹持用シリンジの内容積は 0m1としておく.

(iii)分析系内ガスの N2ガスによる置換

供試ガスの分析系への投入以前に，分析系内の余

分な C02を， N2ガスの通気によって全て追い出

す.まず，二方栓を開け， N2ボンベから三方栓③

まで N2ガスを緩く流す.パージの間，分析系内

部に高圧が掛からない様，二方栓の開聞を調節し，

圧力計の表示を用いて分析系内圧を 2kPa程度に

保つ.分析系内部の C02濃度が， N2ガスの通気

によって実質的に oppm (0土3ppm程度でドリ

フトした状態)となったことを，パソコン上で確

認する.

(iv)分析系内への供試ガス導入の準備

分析系の内，二方栓から三方栓③の聞の部分を外

気から孤立させる.初めに二方栓を閉じ，次に，

分析系内圧力が大気圧であることを確認し，三方

栓③の Lのみを閉じる.

(v)供試ガスシリンジの分析系への接続

供試ガスシリンジには予め 4m1程度を供試ガス

として封入しておく.封入にあたり，シリンジ先

端には，ストップコックとして三方栓を用いる.

ストップコック用三方栓を付けた供試ガスシリン

ジを，三方栓①の Sへ取り付ける.取り付け動作

の間，ストップコック用シリンジを開栓の上，供

試ガスの内の lm1程度を緩く放出しながら，三方

栓①の Sの内側を共洗いする.供試ガスシリンジ

が三方栓①の Sに取り付けられた時点で供試ガス

体積が 3m1となるようにし，三方栓①の U側を

閉じる.

(vi)供試ガスの分析系内への導入

供試ガスシリンジと撹枠用シリンジとを両手に持

ち，供試ガスシリンジのピストンを押し込んで供

試ガス 3mlを分析系内に送る.同時に，撹枠用シ

リンジ内体積を供試ガス体積と等分だけ増やすよ

うにし，分析系内圧をできる限り一定に保つ.

(vii)分析系内の C02濃度の均一化

供試ガスシリンジと撹枠用シリンジのピストンを

両手で操作し，分析系内のガスを 2，3度，往復

撹持する.これにより，供試ガス 3m1は，分析系

内を占めていた N2ガスにより満遍なく希釈され，

分析結果が安定する.

( viii)分析系から出力される C02濃度値の確保

分析系を静置し，分析系内の C02濃度の安定をパ

ソコンの画面上で確認する.分析系からの出力値

は， GMP343とパソコンとの聞を取り持つ通信ソ

フトによってパソコン内に確保される.その後，

供試ガスシリンジを取り外して (ii)に戻り，次の

供試ガスの分析に移る.
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以上の分析系における利点として， N2ガスを必要と

する手順が上述の (iii)に限られ，少量の N2ガスで分

析を実施できる点，および， N2ガスの導入に際し，吸引

ポンプや流量調節器等の付帯設備を要しない点が挙げら

れる.

(2014) 

結果を得た.よって，分析室温が較正曲線に与える影響

は小さいと判断した.
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4.較正曲線の作成とその温度依存性

分析系からデジタル出力される C02濃度 x(ppm値)

と供試ガス中の C02濃度値 y (ppm値)との関係を表

す較正曲線を，標準 C02ガスを供試して 13. 分析系の

操作手順」を実践して，得た.用いた標準 C02ガスは

1480， 4980および 50600ppmの3種類とした. その結

果，xとyとは 2500 

供試ガス3mlに対する分析系からの出力

x[ppm] 

2000 1500 1000 500 

Fig.2 分析系からの出力xと供試ガス中 C02濃度yの

関係.回帰直線 y=aO+alxは，aO = -144.53 [ppm]， 

al = 21.436 [ー].供試標準 C02ガスの濃度は 1480，4980， 
50600 [ppm] .各濃度における反復数は 2.
The actual C02 concentrations of the analyzed gas s釘nplesy 

vs. the signal outputs x from the C02 probe. The regression 
line y = ao +alx has ao =一144.53[ppm] and al = 21.436 [ー].
The C02 gas conc巴ntrationsused w巴reof 1480， 4980 and 
50600 [ppm] with duplicate samples each. 
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分析室温が較正曲線に与える影響を検討するために，

較E曲線を， 18， 20， 22， 24， 260Cの5水準の分析室温

の下で，各標準 C02ガスにつき 3反復で作成した (Fig.

3 (a)). その結果，分析室温と aoおよびαlとの聞の相

関係数は，それぞれ -0.041および 0.029であった.こ

れらの相関係数に基づく t検定により，分析室温と ao，

あるいは αlとは有意水準 1% (両側確率)で相関なしの
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Observed C02 conc巴n佐ationof gas samples as a function of 
t1m巴storedin a syring巴.The C02 concentrations were 0:1480， 

ム:4980， and口:50600 ppm. The observed C02 concentration 
was normalized with the initial valu巴.

5.用いたシリンジの
供試ガス密封保持性能の評価

シリンジ内の供試ガスは，採取封入から分析供試まで

の時聞が長い程，分析系による評価結果の実際濃度値

からの帯離が懸念される.この，評価濃度の時間依存性

を定量するために，標準 C02ガス(1480，4980および

50600 ppm) をシリンジへ封入し，密封直後および封入

後 1，2， 4， 8時間の，合計 5種類の経過時間の下で分

析系へ供試した.供試ガスの保管・分析時の室温は 250C

であり，いずれの条件についても 2反復で実施した.

Fig.4に，供試ガス中 C02濃度の時間に対する低下挙

動を示した.縦軸は，シリンジ封入直後の分析値に対す

る，各経過時間における評価濃度の相対値とした.評価

濃度は，いずれの供試ガス濃度についても，経過時間に

対しでほぼ線形に低下した.また，供試ガスの C02濃度

が高い程，曲線の傾きが強くなる傾向が認められた.各

供試ガス濃度について，経過時間 t[hour]と相対評価濃

度 r[ー]との関係に対する線形回帰曲線として，以下を得

た.

1480ppm: 

r = -0.0115t十 1 (R2 = 0.9591) (2) 

4980ppm: 

式 (2)，(3)， (4) より，本分析系では，ガス採取時点

から 1時間経過するごとに，シリンジ内の供試ガス中の

C02濃度が，採取直後の値に対して 1"， 2%程度ずつ低

下する，と定量された.これらの濃度低下曲線は，用い

るシリンジや三方栓の種類により異なることが予想され

る.よって，採取封入から分析供試までの経過時間を抑

えつつ，式 (2)，(3)， (4)の様な濃度低下曲線を用意し，

分析結呆を補正することが可能と判断した.
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本研究では，土壌ガス中 C02濃度の分析を想定した簡易分析系の構築を試みた.分析系は， RS232C規

格でのデジタル出力機能を持つ携行型赤外線 C02分析器，およびノートパソコンで構成した.C02分

析器パソコン聞の制御にフリーソフトウェアを用い，パソコンにロガー機能を持たせた.分析系から

の出力と供試ガス中 C02濃度値との聞の較正曲線は線形であった.較正曲線作成に対する分析室温の

影響は小さかった.また，ガス試料を輸送・分析供試用シリンジへ封入した後，シリンジ内 C02濃度の

分析供試までの所要時間に対する依存性を定量した.その結果，分析系による C02評価濃度が， 1時間

経過毎に 1rv 2 %，ガス封入直後の値に対して低下することを考慮し，分析結果を補正することが可能，

と判断した.

キーワード:簡易分析系，較正， C02濃度
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