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千葉演習林
１．沿革と概要

２．立地環境

堂沢の針広混交天然林

Photo 1 Dozawa natural mixed conifer-hardwood forest

す。演習林の標高は約 50 ～ 370 m
とそれほど高くはないものの、地形
は複雑で急峻です。
地質は新第三紀海成層を基盤と
し、第四紀非海成層に部分的に覆
われており、断層が多く存在しま
す。 基 岩 は、 砂 岩、 礫 岩、 泥 岩、
凝灰岩からなり、土壌は、主とし
て褐色森林土からなっています。

３．森林の特徴

創設当時は主にカシ類、スダジイ、
タブノキ、サカキなどの常緑広葉樹
からなる森林と、モミ、ツガ、アカ
マツを上木とする森林で構成されて
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いましたが、現在は全森林面積の約
40％をスギ・ヒノキを主体とした人
工林が占めています。植物相は極め
て 豊 か で、 約 280 種 の 木 本 類、 約
700 種の草本類（うちシダ植物が約
110 種）が自生し、約 20 種の哺乳動
物をはじめとした多くの動物の生息
が確認されています。また、千葉演
習林は南部が南房総国定公園の第 3
種特別地域（一部は第 1 種特別地域）
に、北部が県立養老渓谷奥清澄自然
公園第 3 種特別地域に指定されてお
り、また全域が千葉県の清澄山鳥獣
保護区（一部は特別保護地区）に指
定されています。
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千葉演習林は、房総半島の東南
部、房総丘陵の東端に位置し、東
京から東南に約 100 km の距離にあ
ります。北緯 35º 8’25”から 12’
51”、 東 経 140º 5’33” か ら 10’
10”の範囲にあって、北部は君津市、
南部は鴨川市に属しています。千
葉県道 81 号市原天津小湊線（清澄
養老ライン）が南北を貫き、地元
集落や民有地を囲うように存在し
ています。
千葉演習林のある房総半島南部
は一般に海岸性気候で温暖多雨で
す。札郷観測所（標高 206 m）に
お け る 2010 ～ 2019 年 の 年 平 均 気
温 は 14.1 ℃、 平 均 年 降 水 量 は
2,521mm で房総半島における最多
雨地域となっています。
千葉演習林を東西に横断する房総
丘陵の主稜線（最高地点標高 377m）
を分水嶺として、南側は太平洋に注
ぐ二夕間川の流域、北側は東京湾に
注ぐ小櫃川上流域に分かれていま

写真 1

５年間の面積（ha）

千葉演習林は、日本で最初の大
学演習林として 1894 年に創設され
ました。創設当時の面積は 334ha
で清澄寺周辺の森林のみでしたが、
1897 年に北側の奥山地区森林が加
わり、現在の面積に近い土地面積
となりました。1900 年には郷台苗
畑、1903 年には札郷苗畑が開設さ
れ ま し た。 現 在 の 土 地 面 積 は
2,169ha で林地を 47 の林班に区分
して管理しています。
創設以来 120 年以上にわたり人
工林の造成や天然林の維持に関す
る基盤的な情報を体系的に収集・
整理し、森林科学の中心的な教育
研究施設としての役割を果たして
きました。近年では、大学教育や
研究、社会教育に最適なフィール
ドを提供し、森林に関わる教育と
研究を自ら行うとともに、利用者
による活用を促進すること、また
自然環境の動態に関するデータを
収集、整備、公表することを基本
方針に掲げています。

植栽年
図1

植栽年ごとの人工林の面積（5 年間分の合計値）

Figure 1 Age distribution of planted forests (5-year total area)
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千葉演習林には常緑広葉樹を中心
とする暖温帯天然林とスギ・ヒノキ
を中心とする人工林があり、さらに
暖温帯天然林を針広混交天然林と広
葉樹天然林の 2 つに分け、主に以下
の 3 つのタイプに区分しています。
（1）針広混交天然林（279ha）
モミ・ツガを主体した針葉樹と
スダジイ、カシ類、タブノキなど
の常緑広葉樹が混じる高齢の森林
です。房総半島では演習林内とそ
の周辺にしかまとまって残されて
おらず、学術上貴重な森林です。

写真 2 牛蒡沢スギ人工林成長測定試験地
Photo 2 Gobozawa experimental plot of planted Sugi (Cryptomeria japonica)

（2）広葉樹天然林（1,015ha）
スダジイ、カシ類、コナラ、ケヤキ、
カエデ類などで構成され、多くは薪
炭材生産の終了にともない放置され
た旧薪炭林や二次林です。一部に高
齢の広葉樹林が分布しています。
（3）人工林（866ha）
高 齢 級 の 人 工 林 が 多 く 存 在 し、
80 年生以上が約 49％、100 年生以
上が約 26％を占めています。スギ
高齢林は最高齢の桜ヶ尾（1835 年
植栽）をはじめ、郷田倉（1894 年
植栽）、南沢（1896 年植栽）、牛蒡
沢（1905 年植栽）などがあり、ヒ
ノキ高齢林は大平（1900 年植栽）、
女滝（1903 年植栽）などがあります。
このほかに見本林として、研究
教育用に多様な樹種が植栽されて
い ま す。 外 国 産 樹 種 見 本 林 で は、
北米原産で世界一樹高が高くなる
センペルセコイアや、生きた化石
と呼ばれるメタセコイアなど珍し
い樹種も見られます。

４．施設

天津事務所は JR 外房線安房天津
駅から 300m に所在し、演習林南部
の鴨川市側に清澄作業所と清澄宿
泊施設があり、北部の君津市側に
は札郷作業所と郷台作業所があり
ます。清澄の宿泊施設は学生実習
や研究などのために学内外の方に
利用されています。郷台作業所構
内には郷台苗畑があり、近年では
圃場実験にも活用されています。
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図２ スギ・ヒノキを植林した後 100 年以上継続して測定した直径成長
Figure 2 Diameter growth of planted Sugi and Hinoki over more than 100 years

５．大学教育

千葉演習林は、古くから林業に
おける植え付けから伐採までの一
連の人工林作業を実習する場所と
して利用されてきました。その歴
史は 1895 年に本多静六助教授（当
時）が始めた造林学などの実習に
さかのぼることができ、120 年以上
経った現在でも森林科学基礎実習
Ⅰとしてその内容が受け継がれて
います。農学部・農学生命科学研
究科の実習として森圏管理学実習、
生圏システム学特論などを行って
いるほか、学部 1、2 年生を対象と
した教養教育として総合科目や全
学体験ゼミナールなどを行ってい
ます。実習では、人工林作業の体
験のほかに、常緑樹林における森
林動態や人や動物が森林に与える
影響を観察・見学するなど、多角

的な実習が行われています。また、
房総半島の特徴的な地層構造から
地質学の実習地としても利用され、
東 京 大 学 理 学 部 の ほ か、 千 葉 大、
京都大など多くの大学が実習を行
っています。学部生の卒論研究や

写真 3 学生実習での植え付け作業
Photo 3 Planting training for students

写真 5

ニホンジカ

Photo 5 Sika deer, Cervus nippon

写真 4 調査のためヒメコマツに登る職員
P h o t o 4 A s t a ff m e m b e r c l i m b i n g P i n u s
parviflora for research

大学院生の修論・博論研究のフィ
ールドとしての利用も数多く受け
入れています。

６．研究

千葉演習林では、人工林や暖温
帯天然林に関わる様々な研究を行
っていますが、その中でも以下の 3
課題については組織的に調査・研
究を行っています。
スギ・ヒノキ人工林の施業・管理
日本では将来、人工林の高齢化
が進むことが予測されていますが、
高齢人工林の成長や林分構造の変
化についてはほとんど知見があり
ません。一方、千葉演習林では 120
年以上にわたり人工林を造成、施
業、管理し、多様な林齢と立地の
人工林やデータを保有しています。
今後も高齢人工林の成長や林分構
造の調査を行い、高齢人工林の将
来予測のための基礎的知見を収集
します。また、無人航空機（UAV）
を用いた効率的な資源調査や森林
吸収クレジットによる新たな経済
価値創出なども検証します。
暖温帯生態系の動態および保全
千葉演習林のモミ・ツガは他の
分布域から離れ、天然分布の南限
近くに位置しています。そのため、
将来、温暖化等の影響による樹木

の衰退や更新阻害が起こる可能性
が考えられます。千葉演習林では
モミ・ツガの将来予測や保全管理
について知見を得るため、針広混
交天然林の個体成長や更新動態の
モニタリングを長期間にわたり実
施しています。
千葉演習林の森林では豊かな生
態系が維持されているため、県内
でもここにしかいない動植物が多
数存在しています。千葉演習林は
千葉県立中央博物館と連携協定を
締結し、生物相の解明をさらに発
展させようとしています。
その他、下層植生に影響を与えるシ
カやキョンの生息数調査やヒメコマツ
の保全などにも取り組んでいます。
林木育種と増殖技術の確立
1970 年代からマツ材線虫病抵抗
性マツの選抜を独自に行っており、
現 在 こ れ ら を 品 種 登 録 す る た め、
抵 抗 性 の 再 検 定 を 行 っ て い ま す。

写真 6

発根したマツの挿し木苗

Photo 6 Rooted pine tree after cutting

また、抵抗性マツやヒメコマツの
系統保存のため、挿し木を使った
クローン増殖法の確立を目指して
います。

７．社会連携

千葉県鴨川市および君津市と締
結した地域交流協定に基づき、小・
中学校の総合学習や課外授業等に
利用されています。さらに全国の
高校生を対象とした森と海のゼミ
ナールを千葉大学海洋バイオシス
テム研究センターと連携して行っ
ています。千葉演習林の林道・歩
道の一部は、関東ふれあいの道（首
都圏自然歩道）として開放してお
り、年間を通じて一般の人が通行
することができます。

写真 7 一般公開
Photo 7 Open day
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1. History and Summary
The University of Tokyo Chiba Forest (UTCBF) was
established in 1894 and is the oldest university forest in Japan.
It started with woodlands of only 334 ha around Kiyosumi.
Soon after, in 1897, the Okuzan woodlands in the northern
district of Kiyosumi were added, and the total area approached
its current size of around 2,169 ha.
Since the establishment of the UTCBF, artificial reforestation
with Cryptomeria japonica (Sugi) and Chamaecyparis obtusa
(Hinoki) has been carried out. These planted forests have a
wide range of age class distributions, from young stands to very
old ones. Therefore, they are representative of domestic forests
for academic and educational purposes.
Our basic policy is to provide fields suitable for education,
research, and extension. We provide education and conduct
research, promote its use by researchers, and collect and
publish data on forest dynamics.
2. Location, Geography and Climate
The UTCBF is located in the southeastern part of the Boso
Peninsula, ranging between 140º5’33”–10’10”E and 35º8’25”–
12’51”N. The northern part is situated in Kimitsu city and the
southern part is in Kamogawa city, Chiba Prefecture.
The annual mean temperature is approximately 14ºC and the
annual precipitation is approximately 2,500 mm.
The Kiyosumi mountain district is a water divide. The
southern Kiyosumi area is the basin of the Futama River, which
flows directly into the Pacific Ocean. The northern part is the
upper basin of the Obitsu River, which flows into Tokyo Bay.
The altitude ranges between 50–370 m. The terrain is
complicated, and the slopes are generally very steep.
The geological structure consists of marine deposits from the
Neogene Period that are partly covered by non-marine deposits
from the Quaternary Period. There are abundant faults. The
underlying rock, consisting of sandstone, conglomerate, mud
stone, and tuff, is often weathered.
3. Characteristics of the Forest
When the UTCBF was established, the area was mostly
occupied by coppice forests consisting of evergreen broadleaved trees such as Quercus spp., Castanopsis sieboldii,
Machilus thunbergii, and Cliyera japonica, and high forests
comprised of Abies firma and Tsuga sieboldii. The floral species
are highly diverse. The list of vegetation contains more than
280 tree species and approximately 700 species of herbs,
including around 110 fern species. The fauna are also as
abundant and diverse as the flora. The southern part of the
forest is designated as the Minami-Boso Quasi-National Park
and the northern part is the Yorokeikoku-Oku Kiyosumi Chiba
Prefecture Park. All areas of the University Forest are
designated as bird and animal sanctuaries. To preserve it from
human interference, the collection of plants and animals has
been limited.
In the UTCBF, there are two types of forests: warm-temperate
natural forests consisting mainly of evergreen broad-leaved trees
and planted forests consisting mainly of Sugi and Hinoki. The
warm-temperate natural forest is further divided into two types.
Therefore, they are mainly divided into the following three types.
(1) Natural mixed conifer-hardwood forest (279 ha)
This forest mainly consists of evergreen conifers, A. firma and
T. sieboldii, and evergreen Quercus spp. and Castanopsis
sieboldii. These old forests, which characterize the vegetation
of the southern part of the Boso Peninsula, can only be found
in the UTCBF and the adjoining Motokiyosumi mountainous
district.
(2) Natural broad-leaved forest (1,015 ha)
The forest consists of Castanopsis sieboldii, evergreen
Quercus spp., Q. serrata, Zelkova serrata, Acer spp., and
others. Most of forest were treated as a coppice forest. With the
decline in charcoal production, these forests were left to grow.
(3) Planted forest (866 ha)
Most planted forest stands consist of Sugi and Hinoki. Old
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growth Sugi stands are found in Sakuragao (planted in 1835),
Gotagura (1894), Minamizawa (1896), and Gobozawa (1905).
The old growth Hinoki stands are found in Obera (1900) and
Metaki (1903).
4. Facilities
The UTCBF is divided into three tracts of almost equal size:
Kiyosumi in the southern district, Fudago in the northeastern
district, and Godai in the northwestern district. The
accommodation facilities at Kiyosumi are used by both internal
and external visitors for student training and research.
5. Education
The UTCBF has long been used to practice a series of
forestry operations. Its history can be traced back to 1895, and
even today, more than 120 years later. It provides practical
training for the Faculty of Agriculture and the Graduate School
of Agricultural and Life Sciences, as well as liberal arts
education for first- and second-year undergraduate students. It
is used to learn forest dynamics and effects of humans and
animals on forests and provide hands-on experience in forestry.
Owing to the unique geological structure of the Boso
Peninsula, the site is also used to practice geology, and many
universities offer practical training here. It is also used by many
undergraduate and graduate students as a subject for their
research thesis and dissertation.
6. Research
The UTCBF is conducting a variety of research related to
plantation forests and warm-temperate natural forests, among
which the following topics are being investigated and
researched.
In Japan, it is predicted that planted forests will become
older in the future, but there is little knowledge about the
growth of older artificial forests and changes in forest structure.
The UTCBF has a history of more than 120 years regarding the
management of planted forests and holds many plantations of
various ages and locations. We will continue to conduct
surveys on the growth and forest structure of these forests to
predict their future. We will also conduct efficient resource
surveys using unmanned aerial vehicles.
The natural A. firma and T. sieboldii forests are located away
from other distribution areas and near the southern limit of
their natural distribution. Therefore, it is possible that global
warming and other factors will cause a decline in the number
of trees and inhibit their renewal in the future. For future
prediction and conservation management of these conifers, we
conduct long-term monitoring of individual growth and
renewal dynamics.
The UTCBF maintains a rich ecosystem, with many plants
and animals that are found only here in the entire prefecture.
We are further developing the understanding of biota in
collaboration with the Natural History Museum and Institute,
Chiba. In addition, we are also working on a survey of the
population of deer and Reeves's muntjac (Muntiacus reevesi)
that affect the understory vegetation, and on conservation of
the endangered conifer species, Pinus parviflora, in Chiba
Prefecture.
Since the 1970s, we have been independently selecting pine
trees resistant to pine wood nematode disease and are now
retesting these trees for resistance in order to register them as
varieties. We are also trying to establish a clonal propagation
method using cuttings to preserve these pines.
7. Extension
The UTCBF holds social events such as summer schools for
high school students, extra-curricular study for primary and
junior high school students, and open forest events for the
public. The Kanto Fureai Trail, prepared for excursions
encircling the metropolitan area, passes through the UTCBF.

８．その他

１）森林博物資料館
森林博物資料館は清澄作業所構
内 に あ り、 動 植 物・ 木 材・ 木 炭・
木工芸品などの標本、江戸時代の
林業解説絵巻、かつて清澄寺や千
葉演習林に生えていた巨木の輪切
り円板、舶来品を含む古い林業道
具、各種トピックの解説などを常
設展示しており、学生実習等に利
用されています。
森林博物資料館は、利用を認め
られた団体等は有料で見学するこ
ともできます。見学を希望される
団体等は千葉演習林天津事務所に
お問い合わせください。なお、無
料で見学できる一般公開日やオン
ライン公開ページもありますので、
千葉演習林のウェブサイト等でご
確認ください。

写真 8 森林博物資料館
Photo 8 Forest Museum

２）公開データ
教育研究の基礎となるデ－タの収集・整理に取り組んでいます。動植物や気象・水文水質などの千葉演習林関連
データは以下の Web サイトで公表されています。
http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chiba/research/open_data.html
３）出版物
わが国最古の「大学の森」東京大学千葉演習林のすべて
東京大学千葉演習林120周年を記念して出版されました。千葉演習林の姿を深く知ることのできる書籍となっています。
千葉演習林生き物ガイドブック
林内に生息する植物・動物の写真を掲載し、わかりやすく解説しています。ガイドブックの写真は演習林教職員
が撮影したものです。
“森たび”東京大学演習林の見どころ 100
東京大学の 7 演習林などの見どころを紹介しています。

購入方法は、メール又は電話にてお問い合わせください。
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利用案内
千葉演習林は森林をフィールドとした教育研究を目的としている施設です。利用目的や内容によっては利用許可を出せない場
合もございますので、まずは電話かメールにてご相談ください。
その上で、利用申請書類をウェブサイトからダウンロードして作成・提出をお願いいたします。

利用の窓口
千葉演習林天津事務所
〒 299-5503

千葉県鴨川市天津 770

TEL 04-7094-0621

FAX 04-7094-2321

アクセス
＜電車＞
東京－（JR 外房線

約２～３時間）－安房天津－（徒歩５分）－

天津事務所
＜高速バス＞
東京駅八重洲口－（高速バス「アクシー号」約２時間）－
亀田病院－（鴨川日東交通バス約 5 分）－安房天津－（徒歩 5 分）
－天津事務所
宿泊施設
清澄宿泊施設／清澄宿泊施設２（ログハウス）
清澄宿泊施設：定員 40 名、食事あり
ログハウス：定員７名、食事なし・自炊可
所在地
TEL

〒 299-5505

千葉県鴨川市清澄 135

天津事務所

04-7094-0585 （清澄作業所）

アクセス
安房天津－（コミュニティバス「清澄線」12 分）－
バス停「東大演習林」－（徒歩 3 分）－清澄宿泊施設

清澄作業所・清澄宿泊施設

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林千葉演習林
〒 299-5503

千葉県鴨川市天津 770

TEL 04-7094-0621
表紙写真
森林現況調査のためのスギの直径測定

FAX 04-7094-2321

E-mail chibaen@uf.a.u-tokyo.ac.jp
ウェブサイト

https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chiba/

千葉演習林
公式 Facebook ページ

千葉演習林
ウェブサイト

