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秩父演習林
１．沿革と概要
　秩父演習林は、1916（大正 5）年
に冷温帯地域における本学農学部
附属の教育研究施設として、埼玉
県大滝村（現秩父市）内の民有林
6,000ha 余りを購入して設置されま
した。その後の土地移管を経て、
現在の所管面積は 5,812ha となって
います。創設当初は人工林を拡充
する方針でしたが、1971（昭和 46）
年からは天然林における生態学を
基調とした研究と人工林の経営を
並立させることとし、1991（平成 3）
年からは人工林の主伐を控えて長
伐 期 の 方 針 へ と 移 行 し ま し た。
2011（平成 23）年からは冷温帯森
林生態系に関する教育と研究を最
重点課題に掲げ、現在に至ってい
ます。

２．立地環境
　本演習林は、埼玉県西部の東京、
山梨、長野、および群馬の 1 都 3
県と境を接する秩父市にあります。
林 地 は 荒 川 源 流 部 の 海 抜 530 ～
1,990m の標高域に位置しており、
秩父市中心部から西方へ 22km に
ある大血川地区（932ha）と、同じ
く 40km にある栃本地区（4,875ha）
の二つの団地からなります。両団
地は全域が秩父多摩甲斐国立公園
に指定されています。地形は浸食
が進み急峻で、V 字谷が深く刻ま
れています。地質は中生代のジュ
ラ系付加体である秩父帯と、同じ
く白亜系付加体である四万十帯が
分布しています。土壌は概ね標高
1,000m 以上の山稜部や標高 1,700m
以上の山腹では発達程度の弱い乾
性ポドゾルが出現し、それ以下の
標高域では褐色森林土が広く分布
しています。また、緩傾斜地には
テフラに由来する黒色土が分布し
ます。気候は夏期に雨量が多く冬
期寡雪の典型的な太平洋型で、栃
本観測所（標高 760m）における
2011 年から 2020 年の気象状況は、

図　栃本観測所における月別の平均気温と降水量（2011 〜 2020 年の平均）
Figure  Monthly mean temperature (line and the right axis) and precipitation (bar and the left axis) in 
Tochimoto (average between 2011 and 2020). 

写真 1　荒川の起点
支流の赤沢と入川が合流する地点（出合い）から一級河川としての荒川が始まります。
Photo 1　Starting point of the Arakawa River.
The Arakawa River, which is a first-class river, starts at the confluence of two tributary rivers, the Irikawa and Akasawa.

写真 2　V 字谷
雁坂トンネルの手前の豆焼橋から見た豆焼沢
Photo 2　V-shaped valley of the Mameyakizawa River, viewed from Mameyakibashi Bridge.



3

年平均気温の平均が 11.7℃、年降
水量の平均が 1,481mm です。積雪
量は年による変動が大きいものの
概ね 20 ～ 30cm です。

３．森林の特徴
　創設当初の林況は、炭焼きなどの
ための広葉樹伐採跡地とそれに類す
る区域が約 2,000ha、人手の入らな
い原生的な老齢天然林が約 3,800ha
で、人工造林地は 18ha とわずかな
面積でした。現在、天然林は 5,013 
ha で全体の 87.5％（老齢天然林が
37.7％（1,887ha）、二次林が 62.2％

（3,118ha））、人工林は 713ha で全体
の 12.5％（ヒノキ 36.7％、カラマツ
27.5％、スギ24.8％、サワラ3.9％など）
となっています。本演習林は広い標
高域を包含するため、主に山地帯と
亜高山帯に分布の中心をもつ樹種に
よって多様な森林が構成されていま
す。自生する樹木は 56 科 118 属の
約 250 種に及び、カエデ類が多いこ
とも特徴的で、日本に分布する 28
種のうち 20 種が生育しています。
山地帯域（標高 600 ～ 1,600m）では、
尾根部の乾性な立地にツガの優占す
る常緑針葉樹林が、山腹斜面の適潤
な立地にブナやイヌブナの、谷沿い
や凹地形の湿潤な立地にシオジやサ
ワグルミの優占する落葉広葉樹林が
それぞれ分布し、その他、ツガより
も乾性な立地にヒノキの天然林がみ
られます。さらに上方の亜高山帯域

（標高 1,600m 以上）では、コメツガ
やシラビソ（標高 1,800m 以上）の
優占する常緑針葉樹林が分布し、天
然のカラマツ林などもみられます。

４．施設
　大血川地区に作業所、栃本地区
に作業所と宿泊施設があります。
その他、秩父市街地の日野田に事
務所、影森に苗畑と宿泊施設、黒
石に実験地を設置しています。栃
本地区川俣の学生寄宿舎は、本学
の森林関係の実習を始めとして他

大学を含む多くの利用を受け入れ
ており、2020（令和２）年度に大
規模な改修を行いました。また、
栃本地区には一般向けにワサビ沢
展示室を開設し、本演習林のＰＲ
を行っています。

５．大学教育
　山地帯から亜高山帯まで、標高
と地形に応じた多種多様な天然林
にアクセスできる本演習林は、生
態学教育のフィールドとして多く
の需要があります。森林科学の基
礎教育に対応すべく、人工林や苗
畑も整備しており、本学農学部の
森林系専修、フィールド科学専修
を始め、本学の他学部や他大学に
よるさまざまな実習や研修を受け
入れています。また、本学教養学
部前期課程の「全学体験ゼミナー

ル」を開講し、奥秩父山地の自然
や山村社会との関わりを活かした
教養教育を実践しています。

６．研究
　大都市圏に近い立地にありなが
ら荒川源流域の原生的な自然環境
を残し、標高に沿って変化する多
様な天然林や人工林を有する特色
を生かし、本演習林では森林の生
態学、森林の保全や管理、地域社
会との協働を含めて、冷温帯森林
生態系に関する包括的な研究を行
っています。中でも、次の 3 つの
研究テーマに重点的に取り組んで
います。
（１）森林の生態系プロセス
　天然林では、大面積プロットや
多地点の固定試験地において、長
期的な森林動態データを蓄積して

写真 3　森林科学基礎実習Ⅲ
樹木学分野の実習として、押し葉標本作製のた
めの植物採集を行っています。
Photo 3　Practice of forest botany.
Students performed a plant collection for the 
production of leaf specimens.

写真 4　全学体験ゼミナール「春の奥秩父を巡る」
秩父地方の郷土料理「つとっこ」作りに挑戦し
ています。
Photo 4　Experience-based education program 
as liberal arts.
Students are trying to cook a local food "tsutokko".

写真 5　モニタリングサイト1000 毎木調査
樹木の太さを毎年測定し、森林の変化を観察し続けています。
Photo 5　Tree census at the ‘Monitoring Sites 1000’ plot.
Diameters of trees are measured every year in the plot.
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います。また、森林更新やリター
分解など、森林生態系プロセスの
長期的な変動に関する観測を行っ
ています。これらのデータを活用
することで、環境変動に対する森
林生態系の構造や機能の応答に関
する研究に取り組んでいます。人
工林では、主伐や間伐に伴う生態
系プロセスの変化、不成績造林地
の天然林誘導に関する研究を進め

ています。さらに、森林の水源涵
養機能や環境センシングに関する
研究も行っています。

（２）生物多様性の保全
　秩父演習林および周辺の奥秩父
山地は、幅広い標高域と石灰岩地
等の地誌的要因により生物多様性
が高く、希少動植物も数多く分布
しています。そのため、生物多様
性の保全に向けて、生物相のイン
ベントリーと遺伝子資源の保全に

取り組んでいます。特に、奥秩父
山地において固有性が高いものの
衰退過程にある絶滅危惧種（チチ
ブミネバリなど）については、影
森苗畑を活用した生息域外保全を
進めています。また、特色ある動
植物（カエデ類など）については、
地域と協力して見本林の整備など
に取り組んでいます。

（３）生態系の適応的管理
　近年のニホンジカの生息密度の
増加によって、奥秩父山地の森林
は多大な影響を受けており、下層
植生が衰退しつつあります。この
シカ密度の増加と下層植生の衰退
が、森林更新や生物多様性、物質
循環などのさまざまな生態系プロ
セスに影響を及ぼすと予想される
ことから、標高別にシカ排除柵を
設置し、シカの植食圧が森林生態
系に及ぼす影響を長期観測してい
ます。また、シカの生態や密度推
定に関する研究にも取り組んでお
り、地域や民間企業等と協力して、
シカの密度管理を行う体制の構築
を目指しています。

７．社会連携
　秩父演習林では、2019 年より秩
父市との間で地域交流協定を締結
し、自然保護、森林保全、森林・
環境教育、森林資源活用などの分
野で連携を進めています。研究成
果の社会還元の場として、埼玉昆
虫談話会の協力も得て公開講座を
開催し、秩父演習林の活動を地域
の方々に理解していただいていま
す。また、秩父演習林をサポート
するボランティア組織「しおじの
会」によるガイドツアーなども開
催されています。さらに、ウェブ
サイトやワサビ沢展示室を通じて、
学術情報や研究データの発信を行
っています。

写真 7　シカによる剥皮害
写真のウラジロモミなど一部の樹種では選好的に
樹皮を剥がされ、それによる枯死が進んでいます。
Photo 7　Bark-stripping by deer. 
Some tree species, such as Abies homolepis, are 
preferentially bark-stripped by deer.

写真 6　不成績造林地の天然林誘導試験
2018 年 12 月の皆伐直後（上）と 2年後の
2020年 10月の森林更新（下）の様子。
Photo 6  An experiment for the conversion of an 
unsuccessful plantation to a natural forest.
Immediately after clearcutting in December 2018 
(top) and two years later in October 2020 (bottom).

写真 8　ガイドツアー
普段は入れない演習林内の試験地などを案内しています。
Photo 8　Guided tours for the public. 
Volunteer staff guide people to research sites.
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1. History and Summary 
The University of Tokyo Chichibu Forest (UTCF) was established in 

1916, as a university forest situated in the cool temperate region, by 
the purchase of a private forest of about 6,000 ha in Ohtaki, Chichibu, 
Saitama Prefecture. The total area now stands at 5,812 ha. At the time 
of its establishment, it was intended to expand planted forests instead 
of natural forests, but from 1971, it was decided to parallel research on 
ecology in natural forests and management of planted forests. Since 2011, 
we have set the most important theme of education and research on forest 
ecosystems in cool temperate region and have continued to this day.

2. Location, Geography and Climate
The UTCF is located in the upstream area of the Arakawa River, the 

western side of Saitama Prefecture, and is surrounded by mountains 
over 2,000 m high which belong to the Oku-Chichibu Mountains. It is 
composed of two sections, Ohchigawa and Tochimoto. The forest area 
of the former is 932 ha and that of the latter is 4,875 ha. The elevation 
of UTCF ranges from 530 m to 1,990 m and it lies within the Chichibu-
Tama-Kai National Park.

The typical slope is very steep especially in the lower portions along 
the valleys. This is the result of deep erosion and the formation of a 
V-shaped valley by the Arakawa River. The geology is the Chichibu 
belt, which is a Jurassic accretionary prism in the Mesozoic era, and 
the Shimanto belt, which is also a Cretaceous accretionary prism. As 
for the soil, weakly developed dry podzol appears on the mountain 
ridges with an altitude of above 1,000 m and on the hillsides with an 
altitude of above 1,700 m, and brown forest soil is widely distributed 
in the altitude areas below that. In addition, black soil derived from 
tephra is distributed on gentle slopes. The climate is a typical Pacific 
type with heavy rainfall in summer and little snow in winter. Based on 
the observation at the Tochimoto weather station (760 m a.s.l.) from 
2011 to 2020, the mean annual temperature is 11.7 °C, and the mean 
annual precipitation amounts to 1,481 mm. The maximum snow depth 
is usually 20-30 cm, although it varies greatly from year to year.

3. Characteristics of the Forest 
At the establishment of UTCF, about 2,000 ha were coppice forest 

and the remaining 3,800 ha or so were occupied by natural forest 
of old-growth, while planted forest occupied only 18 ha. At present, 
the area of natural forest occupy 87.5 % (5,013 ha) of the total area. 
It includes old-growth forests and secondary forests which occupy 
37.7 % (1,887 ha) and 62.2 % (3,118 ha) of the natural forest area. 
About 12.5 % (713 ha) of the whole area is covered by various types 
of planted forest, among which forests of Chamaecyparis obtusa, Larix 
kaempferi, Cryptomeria japonica and Chamaecyparis pisifera occupy 36.7 
%, 27.5 %, 24.8 %, and 3.9 % of the total planted area, respectively. 

Because the forest covers a wide range of elevations, from montane 
to subalpine vegetation zones, the forest has diverse native tree 
flora consisting of about 250 species, belonging to 118 genera of 56 
families. The montane zone occupies elevations ranging from 600 m 
to 1,600 m and is mainly composed of three different types of forest 
in accordance with topographic conditions; evergreen conifer forest 
dominated by Tsuga sieboldii occupies the dry habitats on ridges; 
deciduous broad-leaved forest dominated by Fagus crenata or Fagus 
japonica occupies mesic habitats on middle slopes; deciduous broad-
leaved forest dominated by Fraxinus spaethiana or Pterocarya rhoifolia 
occupies wet habitats on the riparian or concave slopes. Furthermore, 
natural stands of Chamaecyparis obtusa can be found on narrow 
ridges or rocky places where the habitat is drier than that where Tsuga 
sieboldii dominates. The forests at elevations above 1,600 m are 
represented by subalpine coniferous forest mainly dominated by Tsuga 
diversifolia and Abies veitchii, the latter occurs above 1,800 m. Natural 
populations of Larix kaempferi are also found in subalpine zone.

4. Facilities
The main office is located in Hinoda in the urban area of Chichibu 

city, and there are two bases in each section of Ochigawa and 
Tochimoto. We have a nursery in Kagemori and an experimental site in 
Kuroishi near the main office. Accommodation is placed in Tochimoto 
and Kagemori. Among them, the Kawamata Student Dormitory in 
Tochimoto has accepted many training courses, and was extensively 

renovated in 2020. We also open the Wasabizawa Exhibition Room in 
Tochimoto section to promote UTCF for the general public.

5. Education 
Because UTCF has good accessibility to various types of natural 

forest stands, it is suitable for educational resource in the field of 
ecology. In addition, planted forest stands and nursery are maintained 
for the basic curriculums of forest science. In UTCF, various field 
training courses have been conducted for students of forest science 
course in Faculty of Agriculture, the University of Tokyo (UTokyo) as 
well as for those of other courses and faculties of UTokyo and other 
universities. We have also provided experience-based education 
programs for students at the Junior Division (the first two years in the 
undergraduate school of UTokyo) focusing on natural resources and 
forest ecosystems of Oku-Chichibu Mountains, culture of mountain 
village, and forest management and utilization.

6. Research 
UTCF conduct comprehensive research on cool-temperate 

forest ecosystems, including forest ecology, forest conservation and 
management, and collaboration with local communities. In particular, 
we focus on the following three research themes.

(1) Forest ecosystem processes
In natural forests, we have been accumulating long-term forest 

dynamics data at a large-area forest plot and multi-site forest plots. We 
also conduct observations on long-term changes in forest ecosystem 
processes, such as forest regeneration and litter decomposition. By 
utilizing these data, we are engaged in research on the response of 
the structure and function of forest ecosystems to environmental 
changes. In the case of plantations, we conduct research on changes in 
ecosystem processes associated with cutting and thinning, and on the 
conversion of unsuccessful plantations into natural forests. In addition, 
we also conduct research on the water resource storage function of 
forests and environmental sensing.

(2) Biodiversity conservation
UTCF have high biodiversity and many rare plants and animals 

due to the wide range of altitudes and geographic factors such as 
limestone terrain. For this reason, we work on the inventory of biota 
and conservation of genetic resources in order to preserve biodiversity. 
In particular, we are promoting the ex-situ conservation of endangered 
species (such as the limestone birch Betula chichibuensis) that are 
endemic to the Oku-Chichibu Mountains and are in the process 
of decline, using the Kagemori Nursery. We also work with local 
communities to maintain exhibition forests of unique flora and fauna 
(diverse maples, etc.).

(3) Adaptive management of ecosystems
Due to the recent increase in the density of Sika deer, the forests 

in the Oku-Chichibu Mountains have been greatly affected, and the 
understory vegetation has been declining. These situations are expected 
to affect various ecosystem processes, such as forest regeneration, 
biodiversity, and biogeochemical cycles. Therefore, we have installed 
deer exclusion fences at different elevations and conduct long-term 
observations of the effects of deer herbivory on the forest ecosystem. 
We also address in research on deer ecology and density estimation, 
and aim to establish a system for managing deer density in cooperation 
with local communities and private companies.

7. Extension 
UTCF has signed a regional cooperation agreement with Chichibu 

City since 2019, and is promoting cooperation on nature conservation, 
forest preservation, forest and environmental education, and forest 
resource utilization. We have held a public lectures, such as on the 
diversity of insects with the support of the Saitama Entomological 
Society, and have gained a better understanding of the activities of the 
UTCF in the local community. Guided tours for the public are also held 
by the volunteer organization "Shioji-no-kai", which aims to support 
UTCF. Through the website and the Wasabizawa Exhibition Room, we 
send academic information and various research data to society. 
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○モノレール
　急峻な斜面の多い秩父演習林に
おいて、高所へのアクセスを可能
にする林業用モノレールが林内３
箇所（バケモノ沢・入山・中山沢）
に整備されています。バケモノ沢
モノレールでは標高 1,050m から
1,550m まで約 45 分でアクセスする
ことが可能です。

○ワサビ沢展示室
　雁坂トンネル埼玉側出口付近に
ある出会いの丘休憩所（国道施設）
の 2 階にある演習林の研究や動植
物を紹介する展示室です。秩父山
地に生息する哺乳類の剥製標本や
植物の写真パネルが展示されてい
ます。春と秋に展示替えを行って
います。見学を希望される方は 1 
階休憩室の管理室にお気軽に声を
かけてください。

○量水堰
えんてい

堤
　河川の流出水量を計測するため
の堰堤が林内２箇所（バケモノ沢・
矢竹沢）にあります。起伏が大きく、
土砂移動が激しい山地流域での流
量観測は容易ではありませんが、
他では得られない貴重なデータが
得られてきました。

○樹木園
　天然林主体であった林に、周辺
から移植あるいは北海道・外国の
樹種を導入し、1940 年に設置され
ました。約 70 種に樹木ラベルが取
り付けてあり、実習等で利用して
います。

○影森苗畑
　面積 1.6ha で秩父市街地に位置
し、圃場実験および森林植物の保
護・保全地として活用されている
ほか、秩父産カバノキ属・産地別
ブナ・産地別ウダイカンバの見本
林が整備されています。

バケモノ沢モノレール ワサビ沢展示室

バケモノ沢の量水堰堤

樹木園

令和元年東日本台風通過前後のバケモノ沢。土石流で埋まったが、復旧した。



　本演習林の林内や施設を利用するには、事前に許可を受ける必要があります。利用を希望される方は、利用申込書、宿泊利
用申込書、利用者名簿に必要事項をご記入の上、秩父演習林事務所へ提出してください。利用申込書等はウェブサイトから 
ダウンロードすることができます。

 利用の窓口
秩父演習林事務所

〒 368-0034 埼玉県秩父市日野田町 1-1-49 
TEL 0494-22-0272・6115　FAX 0494-23-9620
アクセス
＜電車＞
　 池袋−（西武池袋線特急80分）−西武秩父−（徒歩7分）−秩父演習林事務所
＜自動車＞
　関越自動車道（花園IC）−（国道140号下り約50分）−秩父演習林事務所

 宿泊施設
宿泊施設名 秩父演習林 川俣宿泊施設（賄い施設） 

〒 369-1901 埼玉県秩父市大滝 3423-2
定員 25 名 
食事 あり  
アクセス  西武秩父−（徒歩 3 分）−御花畑−（秩父鉄道 20 分）−三峰口−（バス 40 分）−川又−（徒歩 3 分）−川俣

宿泊施設 

宿泊施設名 秩父演習林 川俣宿泊施設（自炊施設） 
定員 5 名 
食事 なし、自炊可
アクセス  川俣宿泊施設（賄い施設）と同じ

宿泊施設名 秩父演習林 栃本宿泊施設 
〒 369-1901 埼玉県秩父市大滝 3450-2
定員 6 名 
食事 なし、自炊可
アクセス  西武秩父−（徒歩 3 分）−御花畑−（秩父鉄道 20 分）−三峰口−（バス 40 分）−川又−（徒歩 10 分）−栃本

宿泊施設 

宿泊施設名　秩父演習林　影森宿泊施設
〒 369-1871 埼玉県秩父市下影森 764
定員 6 名 
食事 なし、自炊可
アクセス  西武秩父−（徒歩 20 分）−影森宿泊施設

 注意事項
　本演習林内では長期にわたる学術的な調査を行っているため、一般の方の入林を制限しています。皆さまのご理解とご
協力をお願いいたします。

利用案内

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林秩父演習林
〒 368-0034 埼玉県秩父市日野田町 1-1-49
TEL 0494-22-0272　FAX 0494-23-9620

ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu/
E-mail　chichibu2012@uf.a.u-tokyo.ac.jp

表紙写真
写真上：34 林班から滝沢ダム方面を望む
写真中：高平歩道沿い天然落葉広葉樹林の紅葉
写真下：1 林班横貫道沿い二次林

周辺地図


