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アクセス　 電車：東京－（JR中央線）－大月－（富士急行）－富士山駅－（バス）－山中湖村役場前－（徒歩 3分）－富士癒

しの森研究所事務所　バス：新宿－（中央高速バス）－山中湖村役場前－徒歩 3分－富士癒しの森研究所事務所

樹芸研究所
利用の窓口

樹芸研究所加納事務所　〒 415-0304 静岡県賀茂郡南伊豆町加納 457　TEL 0558-62-0021　FAX 0558-62-3170
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/jyugei/
アクセス　 東京－（JR東海道線）－熱海－（JR伊東線）－伊東－（伊豆急行線）－伊豆急下田－（東海バス）－加納－（徒

歩 3分）－加納事務所
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7 つの地方演習林、2 つのセンター、企画部の位置
（UTCBF：千葉演習林、UTHF：北海道演習林、UTCF：秩父演習林、UTTF：田無演習林、ERI：生態水文学研究所、
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EO：企画部）



1. ビジョンとミッション
　東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林（以
下、演習林）は 1894 年に設置され、大学における教育・
研究の場として、森づくりのための人と技術を育成し、
社会実装していくことを目指しています。長きにわた
り森林の保全・管理を継続し、持続的に木材資源を生
産するとともに、水源の涵養や国土防災に貢献し、多
様な生物相を育み、そして快適な休養・保養環境を提
供する豊かな森林環境を創造してきました。その過程
で、森林を中心とする自然環境に対し専門的に関わる
人材を育成するとともに、森林の整備・管理のための
技術の開発・継承、および森林形成の過程に関わるデ
ータを蓄積し、将来の良好な森林整備のための貴重な
知見を有しています。これらの貴重な森林環境、技術、
データを有効に活用していくため、大学教育、研究、
社会連携のミッション（存在意義）、国際、森林管理の
ビジョン（理想とする未来の姿）を定めています。

【ミッション】
１．大学教育： 学部、大学院において、森林に関わ

る教育を行うとともに、そのための
最適なフィールドを提供する。

２．研　　究： 森林を中心とした自然環境、および森
林と人との関わりについての専門的な
研究を促進するとともに、大学を中心
とした研究組織に最適なフィールドお
よび森林を中心とした自然環境の動態
に関する記録（データ）を提供する。

３．社会連携： 科学と社会をつなぐ森として、学校
教育や生涯教育をはじめとする社会
教育をより豊かなものにするための
仕組みとフィールドを提供する。

【ビジョン】
１．国際：世界をリードする教育研究の森
　　 　アジアの大学演習林の先導的役割を果たしつ

つ、教育・研究に主眼をおいた国際化を推進する。
これまで蓄積してきた長期データを世界的に貴
重な財産ととらえ、その価値を研究成果として
世界に発信する。

２．森林管理：たしかな技術で調えられる森
　　 　歴代の職員によって受け継がれてきた、森林

管理を支える様々な技術の結晶である森林と、そ
れらの技術を次世代に継承する。

2. 大学教育
　演習林には多様な学問分野を専門とする 20 名を超え
る教員が所属しており、大学院農学生命科学研究科の
生圏システム学専攻と森林科学専攻の協力講座として、
4 つの研究室を構成しています。大学院では 4 つの研
究室がそれぞれに行う講義、学部ではオムニバス形式
の「森林生態圏管理学」を開講するほか様々な講義や
実習に参画するとともに、研究室に所属する大学院生・
学部生の指導を行っており、農学生命科学研究科・農
学部における専門教育を分担しています。
　また、教養学部前期課程（1・2 年生）の講義として、

「全学自由研究ゼミナール」「全学体験ゼミナール」「総
合科目」等を企画・開講しており、毎年およそ 40 の講
義を通じて 400 名をこえる学生が受講し、演習林を訪
れています。これらの授業は、森林・林業・生態系な
どに関する実地の知的体験を教養教育として行うとい
う点で、全学的にも意義が大きいものです。このほか、
大学本部が実施する「体験活動プログラム」に多数の
プログラムを提供しており、本学学生の体験的な学び
に貢献しています。
　演習林では、本学の農学部・他学部、他大学等が実
施する授業科目も数多く受け入れており、農学あるい
は大学の枠をこえて、広く実習フィールドを提供して
います。他大学の学生を実習に受け入れる全国大学演
習林協議会の「公開森林実習」の取り組みにも参加し
ています。さらに、国内だけでなく海外の大学との間
で学生の交流を進めるため、「サマープログラム」など
を実施しています。最近では、海外の大学からのイン
ターンシップを受け入れ、数か月にわたって森林管理
や森林に関する教育研究の一端に触れる機会も提供し
ています。
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3. 研究
　演習林では、「森林」という研究フィールドを所有す
る強みを生かしながら、自然環境や人との関わりにつ
いての研究を推進・実行しています。研究の対象はさ
まざまあり、生物の生理的機能や環境適応などの個体
レベルから、個体群動態や生物多様性などの群集レベ
ル、森林資源や水資源などの流域レベルに至る幅広い
スケールの自然科学研究のほか、人間社会における森
林の歴史・文化・経済・政策などを研究する社会科学
研究が行われています。また、森林情報のデジタル化
や人工知能による森林の評価など情報処理技術を用い
た新しい研究も行われており、非常に多岐にわたる研
究が演習林の教職員や学生によって実施されています。
　全国に 7 つある地方演習林では、その地域の自然や風
土、過去の土地利用の歴史などによって、それぞれが特
徴のある森林を保有しており、その土地に根付いた特色
ある研究が行われています。また、各地方演習林では、
林内に試験地や調査区などを設置し、森林動態や水循環
に関するモニタリング調査や、演習林内に生息する動植
物のインベントリー調査を数十年にわたり継続的に実施
するとともに、これらのデータが多くの研究者に利用さ
れることを目指し、データペーパーやウェブサイト等で
広く世界に向けて公開を進めています。
　演習林は東京大学だけでなく、国内外の大学・研究機関
の研究者のフィールド利用も受け入れており、日本やアジ
アの森林研究における主要な研究拠点となっています。

4. 社会連携
　演習林で培われた森林に関する知見や技術は、公共
の財産でもあります。演習林では、「科学と社会をつな
ぐ森」として、①学校教育や生涯教育、②地域社会・
企業との連携事業、③情報発信を軸として、森と共生

する社会づくりへの貢献をめざしています。
　①学校教育や生涯教育では、各地方演習林の地元の小
中高等学校の教育活動に協力するほか、一般市民にわか
りやすく科学的知見を伝え、対話をする講座を企画・実
施しています。②地域社会・企業との連携事業では、各
地方演習林の地元自治体や各種団体、環境保全への貢献
を望む企業と積極的に連携し、多くの人が森に親しみ、
森を活用することにつながるような事業を展開していま
す。③情報発信では、東京大学演習林ウェブサイト、各
地方演習林の SNS、季刊誌（『科学の森ニュース』）、学
術誌（『演習林報告』『演習林』）、書籍出版など、各種媒
体を通じて様々な層とのつながりを図り、演習林で培わ
れた知見を広く発信しています。
　このような多様な社会連携事業を実施しつつ、関連
するノウハウを組織間で共有し、互いに研鑽すること
で、演習林に蓄積された知をより有効に社会に還元す
ること、特に、サイエンス・コミュニケーションのス
キル向上を目指します。また、今後も充実した研究教
育フィールドとして新たな知を育み続けられるように、

「東京大学の森」育成資金をはじめとする寄付金の受け
入れを推進していきます。

5. 国際
　演習林は、アジアの大学演習林の先導的役割を果た
しつつ、教育・研究に主眼をおいた国際化を推進し、
森林生態系の持続的管理で主導的役割を担っていくた
め、さまざまな国外機関との授業の相互提供、学生や
研究者の受け入れ、共同研究、大学演習林間ネットワ
ークの構築を進めています。また、演習林が蓄積して
きた長期データや、データを使った研究成果を世界に
発信するための取り組みを進めています。
　アジアにおいては、ソウル大学校・国立台湾大学と

試験地で実施される定期的な調査

一般市民を対象とした公開セミナー
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ともにアジア大学演習林コンソーシアムを形成し、カ
セサート大学（タイ）・マレーシアサバ大学（マレーシ
ア）・海南大学（中国）・ガジャマダ大学（インドネシア）・
スリジャヤワルダナプラ大学（スリランカ）にネット
ワークを拡大しながら共同研究を推進しています。こ
のネットワーク形成は、2016 年度以来、日本学術振興
会研究拠点形成事業（B. アジア・アフリカ学術基盤形
成型）に採択されています。
　アジア以外では、国際森林研究機関連合（IUFRO）の
活動に対して積極的に貢献し、世界中の森林研究機関と
連携しながら、アジア域外の大学演習林ネットワークに
関する情報の収集・交換に努め、必要に応じてこれらの
ネットワークのシンポジウムなどにも参加しています。
　すでに交流協定を締結している大学や研究機関と積極
的に交流を進めるとともに、将来的に交流の発展が見込
める様々な国外機関との新たな交流締結を進めています。

6. 森林管理
　演習林がミッションとして掲げる最適なフィールド
を提供していく上で、森林の適切な維持・管理は欠か
せません。演習林では、森林管理に関わる業務として、
森林資源の把握、人工林や天然林の施業、林道や歩道
の整備、病虫獣害や気象害への対策等を行っています。
森林管理業務は主に技術職員が担っており、専門的な
知識や技術を活かして、教育研究や社会連携の活動を
支えています。演習林のビジョンである「たしかな技
術で調えられる森」のもと、歴代の職員によって受け
継がれてきた森林管理に関わる技術の継承・移転と、
最先端の技術の習得に努めています。森林資源情報を
確実に把握するため、森林現況調査を計画的に行うと
ともに、伐採や造林、保育、育苗等の森林施業を着実
に実施しています。森林管理の支障となる病虫獣害に
対しては、その早期発見に努め、万一被害が発生した
場合は迅速かつ的確に対応できる体制を整えています。
近年は台風や豪雨によって森林・林道等が被災するケ
ースが増えており、速やかな災害復旧も重要な森林管
理業務となっています。地方演習林では各々のニーズ
に応じて、デジタル化された林相図や施業計画図面、
数値標高モデル（DEM）、空中写真等の空間情報を、
地理情報システム（GIS）を用いて一元的に整備・管
理し、日々の森林管理業務において有効に活用してい
ます。空間情報の整備・活用に必要な機材として、無
人航空機（UAV）と画像処理ソフトウェア、タブレッ
ト端末等の導入を進めています。また、森林管理に関
わる基礎的・先端的技術の習得・継承・移転のため、
必要な資格の取得や研修を行っています。

参加国拠点機関
森林観測フィールド
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環境変動と⽣態系応答の⻑期森林観測フィールド研究拠点︓
データ・知・⼈材の協創

Source: Geospatial Information Authority of Japan, 
Chiba University and collaborating organizations
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⽔・気候

3つの研究グループ (RG)
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知
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環境変動に伴う
⽣態系応答過程

東京⼤学農学⽣命科学研究科
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国際交流委員会
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基盤データ整備委員会

東京⼤学

環境・⽣態系の
⻑期変動定量化

⻑期観測データ
の収集と連携

本事業ワーキンググループ (JSPS-C2C WG)

アジアにおける森林研究のネットワーク化 森林管理業務を担う演習林技術職員
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1. Mission and Vision

   The University of Tokyo Forests, Graduate School of 

Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo 

(hereafter referred to as the UTF) was established in 1894 as 

an institution of education and research, with the aim of 

fostering people and technology for forest development and 

its social implementation. Over the years, we have 

achieved forest conservation and management to 

sustainably produce timber resources and contributed to 

recharging water resources, preventing national disasters, 

fostering diverse biota, and creating a rich forest that 

provides soothing and recreational environments. During 

this process, we have developed human resources 

specialized in forest-based natural environments. We have 

also been collecting data related to the development and 

advancement of technology for forest development and 

management as well as forest formation, which is 

fundamental for adequate forest development in the future. 

To effectively exploit such valuable forest environments, 

technologies, and data, we have established a mission 

(raison d’etre) for education, research, and extension and a 

vision (ideal future state) for internationalization and forest 

management.

[Mission]

(1)  Education: To provide education related to forests at 

the undergraduate and graduate level and to offer 

optimal fields for this education

(2)  Research: To facilitate specialized research on 

forest-based natural environments and the 

relationship between forests and people and to 

accumulate optimal records (data) on the dynamics 

of natural environments, mainly fields and forests, 

through university-based research organizations

(3)  Extension: To adopt mechanisms and fields for 

enriching social awareness through schooling and 

lifelong education as a bridge between forest 

science and the public

[Vision]

(1)  Internationalization: Forests for world—leading 

education and research

Promoting internationalization that focuses on 

education and research while playing a leading role in 

university training on forest research in Asia. We 

consider the long-term data accumulated thus far as a 

valuable global asset, and we will disseminate it 

throughout the world as research results.

(2)  Forest management: Forests maintained using 

reliable technologies

We will pass on to the next generation the forests—the 

fruits of various technologies supporting forest 

management—and the relevant technologies, both of 

which we have inherited from the preceding generations.

2. Education

   There are over 20 faculty members specializing in 

various academic fields at the UTF, who participate in 

teaching two majors’ courses at the Graduate School of 

Agricultural and Life Sciences and constitute four 

laboratories. At the graduate school, the four laboratories 

conduct the intensive lectures for graduate students. 

Furthermore, faculty members of the UTF offer omnibus 

lectures at the Faculty of Agriculture, participate in 

lectures and practical training, supervise the affiliated 

graduate and undergraduate students, and provide 

technical training at the UTF and the Faculty of 

Agriculture.

   In addition, approximately 40 lectures are offered each 

year to the first- and second-year students, with over 400 

students visiting the UTF attending these lectures. These 

classes are of great significance to the university, as they 

offer students liberal arts education, including practical 

intellectual experiences related to forests, forestry, and 

ecosystems. Furthermore, the UTF supports numerous 

extracurricular programs that emphasize hands-on 

experience.

   Every year, the UTF hosts a number of field practices 

offered by the Faculty of Agriculture as well as by various 

facul t ies of The Univers i ty of Tokyo and other 

universities. We accept students from other universities 

for practical training. Furthermore, we conduct summer 

programs to promote student exchange with overseas 

universities. Recently, we have started accepting 

internship students from overseas universities, providing 

them with the opportunity to experience certain aspects 

of research on forest management and forestry over a 

period of several months.
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3. Research
   

   The UTF boasts its strengths of owning a “research 

forest” to promote and conduct research on the natural 

environment and its relationship with people. At the 

UTF, we cover an array of research subjects. For 

instance, we undertake natural science research at 

multiple scales, such as the individual level (e.g., 

physiological functions and environmental adaptation of 

organisms), community level (e.g., population dynamics 

and biodiversity), and watershed level (e.g., forest and 

water resources). We also conduct social science 

research to study the history, culture, economics, and 

policies of forests in human societies. In addition, we 

engage in innovative research employing information-

processing technologies, such as the digitization of forest 

information and assessment of forests using artificial 

intelligence

   In Japan, each of the seven regional forests has 

distinctive characteristics depending on the nature and 

climate of the area and the history of land use, and 

unique research is being conducted in each of these 

forests. In addition, experimental and survey areas have 

been established within each regional forest to monitor 

forest dynamics and water circulation and create an 

inventory of flora and fauna inhabiting these forests for 

decades. These data have been made widely available at 

the global scale through scientific papers and websites, 

with the aim of making it accessible to researchers.

   These research forests are explored for study not only 

by The University of Tokyo but also by other universities 

and research institutions across in the country, building 

the foundation of forest research in Japan and Asia.

4. Extension

   Knowledge gained and technology developed from 

these research forests are public property. As the “bridge 

between forest science and the public,” the UTF aims to 

build a society that coexists in harmony with forests 

through (1) schooling and lifelong education, (2) 

collaboration with communities and companies, and (3) 

dissemination of information.

(1)  For schooling and lifelong education, we participate 

in the educational activities of local elementary, 

junior high, and high schools in areas around the 

regional forests. We plan and implement courses that 

disseminate scientific knowledge as well as hold 

easy-to-understand discussions for the general public.

(2)  For collaboration with the local communities and 

companies, we actively work with local governments 

and various organizations in areas around regional 

forests as well as with companies that wish to 

contribute to environmental conservation and 

develop projects that will help people become 

familiar to forests and their utility.

(3)  To disseminate the generated information, we use the 

UTF website, social network of each regional forest, 

quarterly magazines, academic journals, books, and 

other media to connect with various audiences and 

spread data gathered in the research forests.

   While conducting such diverse social cooperative 

projects, we aim to return the knowledge collected at 

the UTF to the society more effectively, share the related 

expertise among organizations to conduct collaborative 

research, and improve skills, particularly related to 

science communication. We will also accept donations 

to continue to foster new knowledge as a sophisticated 

field of research and education.

5. International Affairs

   The UTF has played a leading role among Asian 

university forests in making practical research on the 

sustainable management and globalization of forest 

education and research possible. We have also 

promoted joint research with foreign universities and 

research institutes; networking of university forests, 

exchange of students and researchers; and provision of 

opportunities for lectures, internship, summer courses, 

and research   for students and researchers from foreign 

universities. In addition, there are ongoing efforts for 

globally   disseminating the long-term data accumulated 

by the UTF by publishing data papers and research that 

use these data.

   Within Asia, we started the Asian University Forest 

Consortium with Seoul National University and National 

Taiwan University in 2003 and expanded the network to 

include Kasetsart University (Thailand), Universiti 

Malaysia Saba (Malaysia), Hainan University (China), 

Universitas Gajamada (Indonesia), and the University of 
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Sri Jayawardanapura (Sri Lanka). This network has been 

adopted by the Core-to-Core Program (B. Asia-Africa 

Science Platforms) of the Japan Society for the Promotion 

of Science since 2016.

   Outside Asia, we actively contribute to the activities of 

the International Union of Forest Research Organizations 

and collaborate with universities and forest research 

institutes worldwide. Furthermore,  we strive to collect 

and exchange information on university forest networks 

outside Asia and participate in symposiums on these 

networks as needed.

   We are actively promoting exchanges with universities 

and research institutes with whom we already have a 

Memorandum of Understanding (MOU) and are 

proceeding to sign new MOUs, which are expected to 

develop into exchanges in the future, with various 

foreign institutions.

6. Forest Management

   Appropriate maintenance and management of the 

forest are essential for the UTF to offer optimal 

opportunities for education and research, as stated in its 

mission. The UTF is a site for implementation of forest 

management practices, such as forest resource inventory 

and assessment; plantation- and natural forest-based 

silvicultural work; forest roads and trail maintenance; 

and finding countermeasures for forest pest problems 

(diseases, insects, and wildlife) and weather damage. 

Forest management operations are carried out mainly by 

technical staff with specialized knowledge and skills to 

support education, research, and social outreach 

activit ies. Following the UTF vision of “Forests 

maintained using reliable technologies,” we are striving 

to pass on forest management techniques that have been 

handed down by successive generations of staff and to 

acquire the latest technology required to do so. To obtain 

r e l i ab le in fo rma t ion on fo re s t r e sou rces , we 

systematically perform periodic forest inventories and 

conduct forest operations such as logging, planting, 

tending, and raising seedlings. However, damage caused 

to the forest by diseases, insects, or wildlife can interfere 

with management operations. We strive to detect these 

problems at an early stage and have a system in place to 

respond quickly and appropriately in case of damage. In 

recent years, an increasing number of typhoon and 

heavy rain events have damaged forests and forest roads, 

resulting in rapid disaster recovery becoming an 

important part of forest management operations. In 

accordance with the needs of each part of the forest, 

spatial information such as digitized maps of forest types 

and silvicultural plans, digital elevation models, and 

aerial photographs are stored in a central location, 

managed using geographic information systems, and 

utilized effectively in day-to-day operations. We are in 

the process of introducing unmanned aerial vehicles, 

image processing software, tablet terminals, and other 

equipment necessary to maintain and utilize spatial 

information. In addition, staff members are acquiring the 

necessary qualifications and conducting the training 

required to obtain and transfer knowledge of basic and 

advanced technologies related to forest management.
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１．沿革と概要
　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。

２．立地環境
　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

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

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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写真 1　堂沢の針広混交天然林
Photo 1 Dozawa natural mixed conifer-hardwood forest

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) 

千葉演習林
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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。

（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。

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 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)

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
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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。

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 4　調査のためヒメコマツに登る職員
Photo 4　A staff member c l imbing Pinus 
parviflora for research

写真 7　一般公開
Photo 7　Open day

写真 5　ニホンジカ
Photo 5 Sika deer, Cervus nippon

写真 6　発根したマツの挿し木苗
Photo 6 Rooted pine tree after cutting
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1. History and Summary
The Universi ty 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 broad-
leaved 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 

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 
distr ict , and Godai in the northwestern distr ict . 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.
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北海道演習林
１．沿革と概要
　北海道演習林は 1899（明治 32）年、
北方林業ならびに林学の研究・教育
を 目 的 に、 内 務 省 か ら 国 有 林
23,597ha の移管を受け、東京帝国大
学農科大学試験地として設置されま
した。その後、森林の追加移管や購
入、農地解放、売却等を経て、2021
年 4 月現在の所管面積は 22,717ha と
なっています。当演習林では1958（昭
和 33）年から 60 年以上にわたり、「林
分施業法」に基づく森林管理実験を
事業的規模で実施しています。第
14 期教育研究計画（2021 － 2030）
では、日本や世界の天然林施業の参
考に資することを目標に掲げ、関連
する様々な教育研究課題に取り組ん
でいます。

２．立地環境
　北海道演習林は北海道中央部、
十勝岳連峰の南西に連なり、石狩
川水系空知川の上流部（北緯43°
10′～21′、東経142°23′～41′）
に位置しています。北半分が布部
川、南半分が西達布川の大きく二
つの流域からなり、中央部を東西
に分水界が走っています。標高の
最低地は北西端・布部の190m、最
高地は北東端・大麓山の1,459mで
す。地形は概ね緩やかですが、浸
食が進んだ急傾斜地も一部でみら
れます。地質は北東端の大麓山か
ら中央部にかけて大雪山系の第四
紀火山噴出物に覆われ、南部は日
高山脈系の変成岩類、西部は夕張
山地系の枕状溶岩・チャート・砂
岩などの堆積岩類からなります。
土壌は標高700ｍ以下の針広混交林
帯の大部分では褐色森林土～暗色
褐色森林土で、高標高地では淡黒
色土～黒色土となり、一部にはポ
ドゾルも見られます。気候は内陸
性で寒暖の差が大きく、日本海地
方の気象に支配されることが多い
です。樹木園（標高230ｍ）におけ
る年平均気温は6.6℃、最高極値は

35.9℃、最低極値は－25.7℃で、年
較差は62℃です（2011～2020年の平
均）。平均年間降水量は1,196mm、
平均最大積雪深は85.6cm、根雪期間
は11月下旬から4月上旬です。

３．森林の特徴
　北海道演習林のある北海道中央部
は、冷温帯の夏緑広葉樹林から亜寒
帯の常緑針葉樹林への移行帯である
北方針広混交林帯に位置していま
す。北海道演習林の標高 650m 以下
の沢沿いや平坦地ではヤチダモ、ハ
ルニレ、ケヤマハンノキ、ヤナギ類
等を主とした広葉樹林が、山地斜面
ではトドマツと冷温帯性落葉広葉樹
を主体とする針広混交林が広がって
います。標高が上がるにつれて、エ
ゾマツ・トドマツを主体に冷温帯性
落葉広葉樹やダケカンバの混交する
森林（標高 650 ～ 900m）、エゾマツ・
トドマツ・ダケカンバを主体とする
森林（標高 900 ～ 1,100m）、ダケカ
ンバとトドマツ、アカエゾマツが混
交する疎林（標高 1,100 ～ 1,250m）、
そしてハイマツ群落などの高山植生

（標高 1,250m 以上）、といった植生
帯の変化が見られます。演習林内に
自生する維管束植物は、2013 年末
現在で被子植物 806 種（うち木本
161 種）、裸子植物 8 種、シダ植物

80 種の計 118 科 415 属 894 分類群
を確認しています。主な樹種は、針
葉樹ではトドマツ、エゾマツ、アカ
エゾマツ、広葉樹ではダケカンバ、
シナノキ、イタヤカエデ、ウダイカ
ンバ、ミズナラ、ニレ類、ハリギリ
などです。

写真 1　トドマツが優占する針広混交林
北海道演習林の中低標高域を代表する林相で、亜寒帯性の常緑針葉樹と冷温帯性の落葉広葉樹が混交しています。
Photo 1　Mixed conifer-broadleaf forest dominated by Abies sachalinensis 
It is the forest vegetation typical to lower and middle elevations of the UTHF, where boreal evergreen conifers 
and cool-temperate deciduous broad-leaved trees are mixed.

写真 2　大麓山山頂付近のハイマツ群落
アカエゾマツの風衝偏形樹が点在するほか、周
辺にはキバナシャクナゲ、コケモモ、ガンコウ
ラン、クロマメノキなどの矮性低木群落が分布
します。北海道演習林ではさまざまな森林植生
を原生的に保存するため、17か所に1,540ha
に及ぶ保存林を設定するほか、5か所の特殊植
物保護区を設けています。
Photo 2　An alpine dwarf pine (Pinus pumila) 
stand around the peak of Mt. Dairoku, accompanied 
with Picea glehnii deformed by wind
Shrublands of Rhododendron aureum, Vaccinium vitis-
idaea, Empetrum nigrum var. japonicum, V. uliginosum, 
also develops around the peak of Mt. Dairoku. The 
UTHF designates 1,540 ha of forest reserve as 
representative of various types of vegetation.
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　人工植栽は 1907 年に始まり、ト
ドマツを中心にエゾマツ・アカエ
ゾマツ、ストローブマツ、ヨーロ
ッ パ ト ウ ヒ、 カ ラ マ ツ 類 な ど
3,300ha に及ぶ人工林を有していま
す。このほか、1911 年や 1914 年に
発生した山火事跡地に成立したウ
ダイカンバを主体とする再生林が
代表的な林相となっています。

４．施設
　演習林の拠点施設は、富良野市
山部地区に山部事務所、宿泊施設、
樹木園と苗畑があり、麓郷地区に

セミナーハウスと森林資料館があ
ります。山部事務所は教育研究な
らびに管理運営の本拠地として機
能しているほか、講義室・実験室
を備えています。樹木園は様々な
樹種の見本林の管理や主要針葉樹
の植栽用苗木の生産を行い、実験
室・温室を備えています。実習・
研修施設であるセミナーハウスに
は、自習室および宿泊施設が備え
られています。

５．大学教育
　本学農学部の森林系２専修等を対

象とした「森林科学総合実習」を開
講し、全国大学演習林協議会の実習
としても公開するほか、学内外の学
部・大学院の実習等に協力していま
す。また、本学教養学部（１～２年
生）の「全学体験ゼミナール」や本
部主催の「体験活動プログラム」を
開講するなど、フィールドの体験に
基づく教育を推進するとともに、
ICT を活用してフィールドの擬似体
験を提供する遠隔教育にも取り組ん
でいます。このほか、高等学校の理
数教育推進事業や専門学科にも協力
しています。

写真 5　春先のエゾシカ
近年、個体数密度が増加しており、森林被害も
顕在化しています。野生動物の生態と森林生態
系における役割を正しく理解するとともに、人
間と野生動物とのより良い共生関係を探ること
も、北海道演習林の大切な課題の一つです。
Photo 6　Cervus nippon yesoensis
Recently the population of Cervus nippon yesoensis 
has been increasing and damage to the forest has 
appeared. The relationship between human beings 
and wild animals is an important issue for the UTHF.

写真 6　給餌するクマゲラ（国指定天然記念物）
営巣に必要な大径木や採餌木が豊富な天然林を
生息地とします。各地で天然林が減少するなか、
絶滅が危惧されています。北海道演習林ではこ
のような希少種はもちろんのこと、森林生態系
の保全と資源利用との両立をはたしてきました。
Photo 6　The black woodpecker, Dryocopus 
martius, a protected bird in Japan
Its habitats are restricted to natural forests where big 
trees suitable for nesting and feeding are abundant. 
The UTHF combines the conservation of wildlife 
and forest ecosystems with wood production

写真 3　ヨーロッパトウヒの高齢人工林
1911（明治44）年の山火事跡地の復旧対策として積極的に造成されました。これらの人工林では、天
然更新を促進して混交多層林へと誘導するための保育技術の開発などにも取り組んでいます。
Photo 3　An old plantation of Picea abies
Picea abies were planted abundantly after the forest fire of 1911. These plantations are now intended to 
develop into multi-storied mixed forests by promoting natural seeding. 

写真 4　ウダイカンバが優占する山火再生林
山火再生林は1,050ha に上り、なかにはミズナラが優占するものもあります。密度調整による広葉樹の
高品質大径木育成技術や、後継樹の確保を目的とした更新促進技術の開発に取り組んでいます。
Photo 4　Secondary forest after fire dominated by Betula maximowicziana
Some is dominated by Quercus crispula. In these secondary forests, thinning and density control is conducted 
to produce high-quality and large-sized hardwood.
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６．研究
　第 14 期教育研究計画では「北方
林生態系」「天然林施業」を主要テ
ーマとし、森林生態、森林経営、
森林生態系管理、の３つの研究分
野において、それぞれ組織的な研
究活動を進めています。
　森林生態分野では、北方針広混
交林帯における森林生態系の構造
と動態を明らかにするため、森林
の更新・維持機構の解明、樹木の
遺伝的特性の把握と遺伝子資源の
保全、野生動物の動態、生物多様
性の把握とモニタリング、気候変
動に対する生態系応答、などの課
題に取り組んでいます。
　森林経営分野では、北海道を含
む東アジアの針広混交林帯におけ
る持続可能で順応的な森林経営の
理論と手法を実証的、模範的に提
示するため、林分施業法の科学的・
技術的基盤の強化、更新・保育施

業による天然林再生技術の確立、
広葉樹優良簿木の管理・育成手法
の開発、多様な人工林施業技術の
開発、効率的な森林作業・土木技
術の開発、林産物の付加価値形成
およびマーケティング手法の開発、
などの課題に取り組んでいます。
　森林生態系管理分野では、森林
生態系を資源的に利用しながら北
方林生態系の多面的機能を維持す
るための管理・保全方法を提示す
るために、森林施業が生態系プロ
セスに与える影響、大規模攪乱後
の森林回復過程、希少な動植物種
や侵略的外来生物の生息状況把握
と管理手法の確立、森林の炭素固
定機能・水源涵養機能といった生
態系サービスの評価、などの課題
に取り組んでいます。
　このほか、東京大学や他の大学・
研究機関の研究者や学生・大学院
生の多様な研究フィールドとして、
活発に利用されています。

７．社会連携
　地域交流と社会教育の観点から、
さまざまな取り組みを行っていま
す。公開事業として「公開セミナー」
や「大麓山ハイキング登山会」、「神
社山自然観察路一般公開」などを
開催するほか、森林資料館や白鳥
山散策路、樹木園の公開を行い、
森林・自然体験の場を提供すると
ともに森林・自然情報を発信して
います。また、富良野市と共同で
地域の小中学校を対象とした森林
学習プログラムの作成と実践に取
り組んでいます。さらに、最新の
研究成果と技術情報を社会へ還元
するため、各種公的機関・団体に
よる森林技術者の研修を積極的に
受け入れています。

写真 9　全学体験ゼミナール
雪上に残されたエゾシカの痕跡を追跡し、エゾ
シカの森林利用特性について考察します。豊か
な自然環境と施業によって作り上げられた良好
な森林、そして長年にわたって蓄積されてきた
専門知を活かして、さまざまな教育プログラム
を展開しています。
Photo 9　A field education program for the 
liberal arts course
Traces of Cervus nippon yesoensis are investigated, 
and the deer’s utilization characteristics of forests 
are discussed. A number of field education 
activities are conducted annually.

写真 10　公開セミナー
森林や自然に親しむとともに、演習林の活動に
ついて理解を深めていただけるよう、さまざま
な取り組みを行っています。
Photo 10　An open seminar for the public
A guided walk is performed to deepen the 
understanding of nature, forest, and the UTHF.

写真 7　直営生産事業による造材
北海道演習林では年間 24,000m3 程度の樹木
が伐採され、木材や製紙原料となります。このう
ち、約1,000m3 が直営によって生産されます。
伐採に当っては、対象となる森林の現況を詳細に
調査し、林分ごとに施業方針を検討します。直営
事業は同時に、新たな森林作業技術やマーケテ
ィング手法を開発する場ともなっています。
Photo 7　Processing of harvesting by staff of the UTHF
Approximately 24,000 m3 of trees are harvested 
each year for timber and pulp. Harvesting of 1,000 
m3 is undertaken by the staff of the University 
Forest. Prior to harvesting, a field survey is 
conducted to ascertain the current condition of 
the fo res t s , and the management p lan i s 
determined for each forest stand.

写真 8　優良広葉樹材として銘木市に出品される
ウダイカンバ
ウダイカンバをはじめ、ハリギリ、ミズナラ、
シナノキ、ヤチダモを中心に、天然林内の形質
良好な広葉樹優良木は単木ごとに管理されてい
ます。これらの管理のシステム化や、長期育成
手法の開発に取り組んでいます。
Photo 8　A Betula maximowicziana tree sold at 
auction for high-quality hardwood
Valuable broad-leaved trees in natural forests, such as 
Kalopanax pictus, Quercus crispula, Tilia japonica, 
Fraxinus mandshurica, are managed individually.
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1. History and Summary
The University of Tokyo Hokkaido Forest (UTHF) was estab-

lished in 1899 when 23,597 ha of national forests were transferred 
from the Ministry of Home Affairs. After additional forest transfer 
and acquisition, the conversion of cultivated land, and land sales, 
the forest area in April 2021 stood at 22,717 ha. A business-scale 
experiment of the stand-based forest management system (‘Rinbun 
Segyo-ho’ in Japanese) has been continuously conducted for over 
60 years, having started in 1958. The 14th plan for education and 
research (2021 – 2030) states as its main objective ‘Contribute 
to the reference of natural forest management in Japan and the 
world’. Diverse educational and research activities have been in-
volved under the auspices of this plan.

2. Location, Geography and Climate
The University of Tokyo Hokkaido Forest is located in Furano 

city, the center of Hokkaido Island (43°10´-21´ N, 142° 23´-41´ 
E). It is situated on the southwest of the Tokachidake mountain 
range and on the upper area of the Sorachi river within the Ishi-
kari river system. There are two main river basins (Nunobe and 
Nishitappu) in the UTHF, both of which join the broad Sorachi 
river. Elevation ranges from the lowest point of the Nunobe 
area (190m) to the highest point of Mt. Dairoku (1,459 m). 
During the Quaternary Period, eruptions of the Daisetsu moun-
tain system covered the area from the north-east (Mt. Dairoku) 
to its center. The geology is further characterized by limestone 
and metamorphic rocks (e.g., hornfels) that belong to the Hi-
daka mountains at the southern boundary, and sedimentary 
rocks (e.g., chert, sandstone, mudstone and pillow lava) that 
belong to the Yubari mountains at the western boundary. Major 
stratifi ed soils include brown forest soil, dark brown forest soil, 
black soil and podzol.

The mean temperature at the arboretum (230 m) during the 
period 2011-2020 was 6.6 °C. The maximum and minimum 
temperatures were 35.9 °C and minus 25.7 °C, respectively, 
and the annual range was 62 °C. The mean annual precipita-
tion was 1,196 mm, and the maximum snow depth averaged 
85.6 cm. The period of snow cover usually starts at the end of 
November and lasts until the beginning of April. 

3. Characteristics of the Forest 
The UTHF is located in the hemiboreal mixed conifer-broadleaf 

forest zone, which is a transitional area from deciduous forests 
in the cool-temperate zone to coniferous forests in the boreal 
zone. The typical vegetation types are: deciduous swamp forests 
with Fraxinus mandshurica, Ulmus davidiana var. japonica, Alnus 
hirsuta, and Salix spp. on riparian and fl at area below 650 m in 
elevation, mixed conifer-broadleaf forest dominated by Abies 
sachalinensis and cool-temperate broadleaves on mountain slopes 
below 650 m, coniferous forests dominated by Abies sachalinen-
sis and Picea jezoensis mixed with cool-temperate broadleaves 
and Betura ermanii on middle elevations (650 m – 900 m), mixed 
conifer-broadleaf forests dominated by Abies sachalinensis, Picea 
jezoensis, and Betula ermanii on upper elevations (900 – 1,100 
m), sparse forests dominated by Betula ermanii mixed with Abies 
sachalinensis and Picea glehnii  on upper elevations (1,100 – 1,250 
m), and alpine vegetation such as alpine dwarf-pine (Pinus pumila) 
shrubs on the upper forest limit (above 1,250 m). A total of 894 
vascular plant species, 806 angiosperms, 8 gymnosperms and 80 
ferns, have been identifi ed within the UTHF. Other predominant 
tree species include Tilia japonica, Acer pictum, Betula maximo-
wicziana, Quercus crispula, and Kalopanax septemlobus.

4. Facilities
The base facilities of the UTHF include the Yamabe Offi ce, 

lodging facilities, an arboretum and a nursery in the Yamabe 
area of Furano City, and a seminar house and a forest muse-
um in the Rokugo area. The Yamabe Office functions as the 

headquarters for education, research, and administration, 
and is equipped with a lecture room and laboratories. The Ar-
boretum manages sample forests of various tree species and 
produces seedlings of major coniferous trees for planting, and 
is equipped with laboratories and greenhouses. The seminar 
house, a lodging facility, is equipped with study rooms and ac-
commodation facilities.

5. Education
The UTHF is used for undergraduate studies with the Faculty of 

Agriculture and graduate studies of the Graduate School of Agri-
cultural and Life Sciences, the University of Tokyo. It is also used 
in higher education with other universities, in general and second-
ary education with the College of Arts and Sciences, the Universi-
ty of Tokyo, and for fi eld study programs with high schools.

6. Research
The main research themes in the 14th plan are "hemiboreal 

forest ecosystems" and "natural forest management," and we 
are promoting systematic research activities in the three re-
search fi elds of Forest Ecology, Forest Management, and Forest 
Ecosystem Management.

The Forest Ecology research field aims to understand the 
structure and dynamics of forest ecosystems in the hemiboreal 
mixed conifer-broadleaf forest zone. The research topics in-
clude: dynamics and regeneration of natural forests, ecological 
genetics and genetic conservation of major tree species, wild-
life biology, description and monitoring of biodiversity, and 
responses of forest ecosystems to climate change.

The Forest Management research area aims to verify and ex-
emplify theories and methods of sustainable and adaptive forest 
management in the mixed conifer-braodleaf forest zone in East 
Asia including Hokkaido. The research topics include: scientifi c 
and technical reinforcement of the stand-based forest manage-
ment system, regeneration and nurture techniques to rehabil-
itate natural forests, management and silvicultural techniques 
for high-value hardwoods, treatments for promoting regenera-
tion in secondary forests after fi re, silvicultural techniques for 
plantation forests , effi cient techniques of forest operations and 
road maintenance, and value-added strategies and marketing 
of forest products.

The Forest Ecosystem Management research area aims to 
show management and conservation methods to maintain the 
multifunctionality of hemiboreal forest ecosystems while using 
forest ecosystems in a resourceful manner. The research topics 
include: effects of forest management on ecosystem processes, 
forest recovery process after large-scale disturbances, habitat 
protection for rare species and management of invasive alien 
species, and evaluation of ecosystem services such as carbon 
fixation and water source recharge by coniferous and broad-
leaved mixed forest.

In addition, the UTHF is actively used as a research fi eld by 
researchers, students and graduate students from the University 
of Tokyo and other universities and research institutions.

7. Extension
The UTHF is actively involvled in local exchange and social 

education programs. An open seminar and Mt. Dairoku hiking 
event, Jinja-yama guide tour are offered every year. The forest 
museum, a part of arboretum and nature observatory trails on 
Mt Shiratori are open to public. The UTHF offers a range of for-
est and nature experiences and disseminates forest and nature 
information. In addition, we are working with Furano City to 
create and implement a forest study program for local elemen-
tary and junior high schools. Furthermore, in order to return 
the research results and technical information to society, we are 
actively accepting training programs for forest technicians from 
various public institutions and organizations.

14



2

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.
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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 Pacifi c 
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 
fl ora 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 offi ce 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 offi ce. 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 fi rst 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 fl ora 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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田無演習林
１．沿革と概要
　田無演習林は 1929（昭和４）年
に東京帝国大学農学部林学科田無
苗圃（または多摩苗圃）として林
学第二講座（造林学研究室）によ
って創設されました。その淵源は
1893（明治 26）年に当時帝国大学
農科大学のあった駒場に設置され
た、林学科附設の苗圃に遡ること
ができます。1956（昭和 31）年に
至って管理運営が林学科から演習
林に委嘱され、1963（昭和 38）年
には名称を田無試験地と改めて組
織機構の拡充などがあり、次いで
1982（昭和 57）年には用地の全域
が林学科より演習林に移管されま
した。2000（平成 12）年には農学
部の大学院重点化に伴って演習林
は大学院農学生命科学研究科の附
属施設となり、2010（平成 22）年
からは大学院農学生命科学研究科
附属生態調和農学機構の設置に伴
い、田無試験地所属の教職員は機
構を兼務することになりました。
そして、2011（平成 23）年に行わ
れた演習林全体の組織変更の一環
として田無試験地は田無演習林へ
と名称を変更し、正式名称は東京
大学大学院農学生命科学研究科附
属演習林田無演習林となりました。
　本演習林が位置する田無キャン
パスには東京大学大学院農学生命
科学研究科の附属生態調和農学機
構、附属アジア生物資源環境研究
センターも研究室やフィールドを
構えており、これらの組織と協力

して西東京地区に農学生命科学の
研究・教育拠点を形成しています。

２．立地環境
　本演習林は東京都西東京市に所
在し、都心の本郷キャンパスから
約 1 時間と交通の便に優れている
ことから、多くの教員・学生等の
研究・教育フィールドとして活発
に利用されています。また、当地
は武蔵野のほぼ中央部に位置し、
周囲の樹林が開発によって失われ
てきた中で僅かながらも武蔵野の
雑木林の面影を今に留めており、
都市の貴重な緑のオアシスとして
市民から親しまれています。
　本演習林の総面積は 8.3ha で、武
蔵野台地の武蔵野段丘（武蔵野面）
上に位置し、海抜高約 60m、地形
は平坦です。地質は層厚 6 ～ 8m の
火山灰層（関東ローム層）の下に、
砂礫層（武蔵野礫層）が続いてい
ます。土壌はローム層の上に火山
灰層を母材とする黒色土が 50 ～
60cm の厚さで分布しています。気
象条件は年平均気温 14.9℃、年降
水量 1,544mm です。

３．森林の特徴
　武蔵野の森林は古来より人為が
加わってきたために林相に原生的
な自然要素は少ないものの、本演
習林内にはアカマツやコナラ、ク
ヌギを主体として、イヌシデ、エ
ゴノキ、ケヤキ、ミズキなどが混
在した雑木林（二次林）が小面積

ながら点在しています。林内には
ヌルデ、マユミ、タラノキ、ガマ
ズミ、ツルウメモドキ、スイカズ
ラなどの低木や蔓性植物が、また
林床には草本類などが種類も豊富
に保存されており、武蔵野の植物
相を現出しています。その他、各
種の見本林（外国産マツやスギ品
種、竹類など）、樹木園（約 244 種、
針葉樹 63 種、広葉樹 181 種）、試
験林（改良ポプラ、メタセコイア、
シラカシなど）、採種・採穂園など
を配し、これら総面積の 2/3 を占
める樹林は今や都市林として極め
て貴重な存在となっています。

４．施設
①苗畑
　本演習林は、前身が造林学研究
室の付設林木苗圃であったことか
ら、創設当初から育苗の学生実習
および研究に利用されています。
苗 畑 は 3 箇 所 に あ り、 第 一 苗 畑
0.52ha、第二苗畑 0.14ha、第三苗畑
0.18ha の合計 0.84ha です。そのな
かでも第一苗畑はメインであり、
実習および研究用にアカマツ、ク
ロマツ、スギ、ヒノキの実生苗の
育成を行っています。また、挿木、
接ぎ木による樹木の増殖や、研究
者に委託されたさまざまな種類の
苗木の育成が行われています。
②実験室
　屋内共同利用設備として、演習
林試料調製室と演習林実験室の 2
室を保有しています。試料調製室

写真 1　演習林の樹林を望む
市街地に浮かぶ島のように樹林が見えます。
Photo 1　Landscape of the University of Tokyo Tanashi Forest (UTTF)
The forest appears like an island in the urban area.
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は、57.2m2 に棚のない中央実験台 1
台、小型インキュベーター 9 台な
どを備え、もっぱら野外試料の一
次処理や昆虫等の飼育培養に活用
できるよう整備を進めています。
実験室は、86.6m2 に棚付き中央実
験台 2 台、インキュベーター 3 台、
クリーンベンチ 1 台、オートクレ
ーブ 1 台、解剖顕微鏡 2 台、蛍光
顕微鏡 1 台、凍結ミクロトーム 1 台、
PCR 装置 1 台、微量高速遠心分離
機 1 台などを備え、もっぱら微生
物実験、分子生物学実験、生化学
実験に活用できるよう整備を進め
ています。
③セミナーハウス
　田無苗圃の事務室として、1932（昭
和 7）年に建築された貴重な木造建
築物です。その後、田無試験地、田
無演習林の事務室および実験室とし
て利用されてきました。2021（令和3）
年 3 月に事務室および実験室の機能
が田無本館に移ったのち、同年に耐
震補強工事が行われ、講義室等とし
て利用される予定です。

5．大学教育
　本演習林は林学科造林学研究室
の管理運営のもとに創設された経
緯から、開設後一貫して造林学、
特に育苗技術の学生実習地として
利用されてきました。現在では他
研究室や他大学の実習にも利用さ
れるようになり、野外での実験・
観察に主眼をおいた実習が行われ
ています。また教養課程の学生に

対しては、都市林における体験活
動を主軸とした実習を開講してい
ます。この他、関連する専修およ
び専攻を中心として、学内外の学
部学生や大学院生に対し、樹林地
や苗畑を課題研究のためのフィー
ルドとして提供しています。毎年
生産しているアカマツやクロマツ
等の林業樹種の種苗の分譲、各種
立木の枝葉の分譲や伐採利用の希
望にも対応しています。

6．研究
　本演習林は立地を活かし、下記
のような都市林研究を推進します。
①都市林の計画に関する研究
　既存の都市林についての情報を
収集整理し、私たちの置かれた現

代および未来における「新しい都
市林」に求められる機能を探究し
ます。それに基づき、機能を実装
するための計画の策定や実際の造
成、機能の評価検証にも取り組み
ます。1992 年の設定以降ほとんど
管理の手を加えていない LTER（長
期生態系観測）サイトは都市放棄
林とみなすことができ、機能の評
価における対照と位置づけられま
す。測定項目の加除を実施し、研
究利用の実質化を図ります。また、
機能のなかには生態系サービスお
よびディスサービスが含まれます
が、それらが農業生態系に及ぼす
影響を評価するため、隣接する生
態調和農学機構との連携をさらに
深めていきたいと考えています。
②都市林の管理に関する研究
　都市林の密度管理や整枝剪定、
林内衛生などのほか、植栽に用い
る樹木等の遺伝資源の管理や繁殖
法、育苗法についての研究を推進
します。より具体的な例として、
非破壊的に樹勢診断した立木を伐
採後に再分析し診断の正確性を検
証する実証研究や、造園木や緑化
樹を含めた多様な樹木の繁殖技術
の確立などが挙げられます。2020
年前後において散発的に発生の認
められている、いわゆるナラ枯れ、
マツ枯れに対しては何らかの防除
策をとる必要がありますが、研究
的な観点から防除効果の実証にも
取り組みます。
③都市林の利活用に関する研究
　都市林におけるとくに未利用資

写真 2　第一苗畑
研究教育の拠点となる苗畑です。
Photo 2　Nursery 1
This is the nursery that provides the base of research and education.

写真 3　ナラ枯れ被害木の調査
被害木（シリブカガシ）の穿入孔に妻楊枝を挿し、
その数や位置を調査しています。
Photo 3　Investigation for trees damaged by 
Japanese oak wilt
The number and location of entrance holes on the 
trunk surface of a damaged tree (Lithocarpus 
glaber) is assessed with toothpicks.

写真 4　全学体験ゼミナール「体験して考える
森林ガイドボランティアの現在と未来」と「子
ども樹木博士」認定会
学生が実習の一環として子ども樹木博士の案内
をしました。
Photo 4　A f ie ld educat ion program and 
Examination for "Kids Tree Expert" Certification
Students taught the names of trees to children as part of 
their experiment.
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源の探索や資源量の調査、利用方
法の開発などを推進します。なお、
高齢化の進行した現代においては、
都市林の利活用や自立的な管理に
おいて高齢者を包摂するしくみを
探究しなければならないと考えま
す。多様な関係者の間の利害調整
のあり方も追究する必要がありま
す。研究課題例として、都市林に
産する木材および非木材林産物の
収穫、特性評価および販売、都市
林での学習やレクリエーション、
ボランティア活動に関する研究な
どが考えられます。本演習林は各
種試験林をはじめとする樹林の他
に、苗畑、実験室など屋内外の実
験施設の整備を進めており、学内
外の研究者にフィールドと実験室
が一体となった研究環境を提供し
ています。研究を下支えする研究
環境の整備や設備更新には継続し
て取り組んでおり、2014 年度には
林内無線 LAN および電力供給ステ
ーションを新たに整備しました。
また気象観測データ、各種動植物
の調査データ、林地の管理履歴デ
ータなど日々蓄積している研究基
盤データもご利用になれます。

７．社会連携
　本演習林では地域貢献、生涯教育、
初等・中等教育支援の観点から、各
種団体と連携して「子ども樹木博士」
認定会等の公開講座を開催し、森林
教育活動を実施しています。また、
近隣小中学校の校外フィールドとし
て数多く利用されており、中学生の
職場体験の受け入れも行っていま
す。一般の方々の自然観察のために
平日に構内を公開する他、年に数回、
新緑や紅葉が美しい季節に休日公開
を実施し、年間 1 万人に及ぶ一般見
学者が訪れています。多くの一般見
学者に対して学術情報を紹介する
QR コードを付記した看板や安全の
確保のため現在地を示した緊急連絡
先を付記した看板を設置していま
す。見学路は、日常的に落枝のおそ
れがないか見回りや作業を実施し、
必要に応じて高所作業車を用いて掛
り枝、枯れ枝の処理を行っています。

写真 5　全木調査
演習林全域で林相ごとの種構成やバイオマス量の変化を数年おきに調査しています。
Photo 5　Complete enumeration
The variation of the composition and biomass of woody plants in all areas of UTTF is monitored at every few years.

写真 6　森林科学基礎実習Ⅰ
年に数回の学生実習が行われます。
Photo 6　Experiment in Basic Forest Science Ⅰ
Student fieldwork takes place several times a year.

写真 8　田無演習林の出版本
田無演習林の歴史と自然をまとめた本を2010
年3月に出版し、販売しております。
Photo 8　The book of UTTF
We published this book which brings together the 
history and nature of the UTTF.

写真 7　高所作業車による見学路の安全確保
掛り枝、枯れ枝の除去を行っています。
Photo 7　Securing the safety of the walkway 
using elevated work vehicles
We Remove hanging branches and dead branches.
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1. History and Summary
The University of Tokyo Tanashi Forest (UTTF) was 

established in 1929 by the Laboratory of Silviculture as Tanashi 
Nursery, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Tokyo 
Imperial University. In 1956, the management and operation 
of Tanashi Nursery was commissioned by the Department of 
Forestry to The University of Tokyo Forests(UTF), and in 1963 
the name was changed to Tanashi Experimental Site. Then, in 
1982, the whole area was transferred from the Department of 
Forestry to UTF, and in 2011 the name was changed to UTTF 
as part of the organizational change of UTF. 

On the Tanashi Campus, where the UTTF is located, the 
Institute for Sustainable Agro-ecosystem Services, and the 
Asian Research Center for Bioresource and Environmental 
Sciences of the Graduate School of Agriculture and Life 
Sciences of the University of Tokyo also have laboratories and 
fields. We have formed a research and education base for 
agriculture and life sciences in the Nishi-Tokyo area. 

2. Location, Geography and Climate
UTTF is located in Nishitokyo city, Tokyo metropolitan 

area. It takes about 1 hour from the Hongo campus of the 
University of Tokyo. Owing to its convenient accessibility, 
many professors and students frequently visit the Station for 
research and educational purposes. The Tanashi Forest is 
located almost in the center of the Musashino area and the 
secondary forest, characteristic to this area, has remained in 
the Forest, though nearby forests have been lost to residential 
development. Accordingly this place is familiar to the general 
public as a valuable green oasis in the city.

The forest’s total area is about 8.3 hectares, and its altitude 
is 60m. It is located on a flat area in the Musashino terrace 
(Musashino side) of the Musashino Plateau. As for geological 
features, the gravel bed (Musashino gravel layer) adjoins a 
volcanic ash layer of 6~8m thickness (loamy layer of the Kanto 
district). The black soil, formed from volcanic ash, is distributed 
giving a soil of thickness of 50~60cm on the loam layer.

Annual mean temperature is 14.9 ºC and annual mean 
rainfall is 1,544mm.

3. Characteristics of the Forest 
The Musashino forests have a long history of exploitation. 

But UTTF’s natural habitat has remained although it is 
only a small area. Dominant tree species are Quercus 
serrata, Quercus acutissima, and Castanea crenata, Carpinus 
tschonoskii, Styrax japonica. Shrubs and climbers such as 
Deutzia crenata, Rosa multiflora, Chaenomeles japonica, 
Ailanthus altissima, Rhus javanica var. roxburghii, Euonymus 
sieboldianus, Euscaphis japonica, Aralia elata, Acer palmatum, 
Viburnum dilatatum, Celastrus orbiculatus, and Hedera 
rhombea are also found. On the forest fl oor there are many 
grass species. The presence of a forest in the city is considered 
a valuable asset.

4.Facilities
(1) Nursery
We have three nurseries. The nursery 1 is the main nursery, 

where we grow seedlings of main silvicultural species for 
experiment and research. It is also used to grow various types 
of seedlings commissioned by researchers.

(2) Laboratory
We have 2 indoor facilities, UTF Sample Preparation 

Laboratory (UTF SP Lab.) and UTF Laboratory (UTF Lab.), 
for shared use. UTF SP Lab. is 57.2 m2 in area, especially 
for preprocessing the samples collected outdoors, and 

insect rearing. UTF Lab. is 86.6 m2 in area, especially for 
microbiological, molecular, and biochemical experiments.

(3) Seminar house
This valuable wooden building was constructed in 1932 

and has been used as offices and laboratories. In 2021, the 
building will be reinforced against earthquakes and used as a 
lecture hall.

5. Education
Since establishment, UTTF has been continuously used for 

practical training courses in silviculture, especially in nursery 
work. Recently, more laboratories inside and outside of 
UTokyo utilize UTTF for hands-on training of their students, 
focusing on outdoor experiments and observations. We 
provide our original hands-on activities for the students in 
UTokyo, too. We prepare study fi elds and also study material 
for the theses of students, including those outside of UTokyo.

6. Research
UTTF promote urban forest research by taking advantage of 

our location as followings. 
(1) Studies for the planning of urban forests: We collect 

and organize information on the urban forests and study 
the expected functions of "contemporary urban forests". 
Based on this, we will plan and develop actual forest sites 
for demonstration, and evaluate and verify the functions. 
The LTER (Long Term Ecosystem Research) site, which have 
been little managed since its establishment in 1992, can 
serve as a reference in evaluating the functions. In order to 
assess the impact of the ecosystem services and disservices 
of urban forests on agricultural ecosystems, we will deepen 
our collaboration with the Institute for Sustainable Agro-
ecosystem Services, UTokyo.

(2) Studies for the management of urban forests: We promote 
researches on the thinning, pruning, and hygiene of urban 
forests. Genetic resources, propagation, and nursing techniques 
of various plants will also be studied. More specific examples 
include the refi nement of non-destructive diagnosis of tree vigor. 
The effectiveness of the control measures against the recent 
damage by Japanese oak wilt and pine wilt will be verifi ed.

(3) Studies for the use of urban forests: We will promote 
the exploration of unused resources, the survey on their 
productivity, and the development of their usage. We must 
explore ways to conserve urban forests autonomusly, in which 
interests among various stakeholders, include the elderly, 
should be coordinated. Examples of research topics include 
harvesting, characterizing, and selling wood and non-wood 
forest products, learning, recreation, and volunteer activities. 

UTTF provides a lab-fi eld integrated research environment, 
which we continue to upgrade. In fiscal 2014, we have 
installed new in-forest wireless LANs and power supply 
stations. We are accumulating infrastructure data such as 
meteorological observation, animal and plant survey, and 
land management history data for research uses.

7. Extension
UTTF provides var ious types of  forest  and nature 

educational programs for the general public. 
Moreover, the Forest is open to the public on weekdays, 

and sometimes on public holidays. Tens of thousands of 
people visit the Forest for nature observation. The walkways 
are routinely patrolled and checked for fallen branches, 
and when necessary, elevated vehicles are used to remove 
hanging and dead branches.
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1．沿革と概要
　生態水文学とは、生物・無生物か
らなる生態系に流入・循環・移動・
流出する水、栄養塩、炭素、土壌、
土砂、エネルギーの収支や時間変化、
プロセス、メカニズムを研究する学
問分野であり、生態系生態学、森林
水文学、生物地球化学などを融合し
た学問分野です。生態水文学研究所
は、東京大学演習林における生態水
文学の研究を推進する組織として愛
知演習林を改称して 2011（平成 23）
年に設立されました。
　生態水文学研究所の研究林・試
験地は、東京大学の森林理水及び
砂防工学に関連した実験・実習地
として、1922（大正 11）年に東京
帝国大学農学部附属愛知県演習林
として荒廃した丘陵地に設置され
ました。設置当初から各種の砂防
工事が行われ、愛知県瀬戸市や犬
山市との土地交換を経て、現在では 
1,294ha の面積を有し、そのほぼ全
域が緑で覆われています。

2．立地環境
　生態水文学研究所は、名古屋市
の北東約 20km の愛知県瀬戸市五
位塚町に位置する事務所・研究室
と２研究林１試験地により構成さ
れています。赤津研究林（745ha）
は瀬戸市の東部に位置し、北は岐
阜県境の三国山麓から南は猿投山
にいたる尾張地域に広がり、東縁
を三河地域と接しています。犬山
研究林（442ha）は名古屋市の北約
20km の犬山市東部に、穴の宮試験
地（77ha）は瀬戸市の北部に位置
しています。
　赤津研究林と穴の宮試験地のほ
ぼ全域は中古生代の花崗岩を基岩
とし、風化は深層に及んでいます。
赤津研究林（標高 244 － 692m）の
平均傾斜度は 25º、穴の宮試験地（標
高 130 － 272m）の平均傾斜度は
19º です。犬山研究林（標高 70 －
218m）の大部分は新第三紀層から

なり、上部では部分的に中古生層
がみられます。
　赤津研究林内の白坂気象観測露
場 で の 45 年 間（1976 － 2020） の
記録でみると、月平均気温が最も
寒い１月で 1.6℃、最も暑い８月で
24.7℃、年平均が 13.0℃でした。ま
た平均年降水量は約 1,840mm で、
温暖湿潤な気候といえます。

3. 森林の特徴
　設置当初の研究林は、赤津研究
林は尾根筋がほぼ裸地、犬山研究
林と穴の宮試験地は沢筋にわずか
に樹木がある程度でほぼ全山が裸

地でした。その後、砂防植栽や林
業目的のヒノキ、スギの植栽が行
われて現在にいたっています。林
種は、大きくは天然生林（76％）
と人工林（24％）に区分されます。
天然生林では、上層にコナラ・ア
カマツ・ヒノキ・コハウチワカエ
デ等が、中下層にヤブツバキ・ヒ
サカキ・サカキ等の常緑広葉樹が
みられます。

4. 施設
　赤津研究林内にある赤津宿泊施
設は、宿泊部屋や講義室など、学
生実習の拠点として、また赤津研

写真 1　赤津研究林
Photo 1  The Akazu Research Forest (AKRF).

図 1　ハゲ山からの森林再生と遷移に伴う裸地面積率（点線）の減少と蓄積（実線）の増加。赤＝白坂
流域、青＝穴の宮流域
Fig 1  Long-term decrease of bare land ratio (broken line) and increase of stand volume (solid line) with 
the forest restoration and succession on denuded hills. Red and blue lines indicate Shirasaka and 
Ananomiya Experimental Watershed, respectively.
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1. History and Summary
The University of Tokyo Tanashi Forest (UTTF) was 

established in 1929 by the Laboratory of Silviculture as Tanashi 
Nursery, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Tokyo 
Imperial University. In 1956, the management and operation 
of Tanashi Nursery was commissioned by the Department of 
Forestry to The University of Tokyo Forests(UTF), and in 1963 
the name was changed to Tanashi Experimental Site. Then, in 
1982, the whole area was transferred from the Department of 
Forestry to UTF, and in 2011 the name was changed to UTTF 
as part of the organizational change of UTF. 

On the Tanashi Campus, where the UTTF is located, the 
Institute for Sustainable Agro-ecosystem Services, and the 
Asian Research Center for Bioresource and Environmental 
Sciences of the Graduate School of Agriculture and Life 
Sciences of the University of Tokyo also have laboratories and 
fields. We have formed a research and education base for 
agriculture and life sciences in the Nishi-Tokyo area. 

2. Location, Geography and Climate
UTTF is located in Nishitokyo city, Tokyo metropolitan 

area. It takes about 1 hour from the Hongo campus of the 
University of Tokyo. Owing to its convenient accessibility, 
many professors and students frequently visit the Station for 
research and educational purposes. The Tanashi Forest is 
located almost in the center of the Musashino area and the 
secondary forest, characteristic to this area, has remained in 
the Forest, though nearby forests have been lost to residential 
development. Accordingly this place is familiar to the general 
public as a valuable green oasis in the city.

The forest’s total area is about 8.3 hectares, and its altitude 
is 60m. It is located on a flat area in the Musashino terrace 
(Musashino side) of the Musashino Plateau. As for geological 
features, the gravel bed (Musashino gravel layer) adjoins a 
volcanic ash layer of 6~8m thickness (loamy layer of the Kanto 
district). The black soil, formed from volcanic ash, is distributed 
giving a soil of thickness of 50~60cm on the loam layer.

Annual mean temperature is 14.9 ºC and annual mean 
rainfall is 1,544mm.

3. Characteristics of the Forest 
The Musashino forests have a long history of exploitation. 

But UTTF’s natural habitat has remained although it is 
only a small area. Dominant tree species are Quercus 
serrata, Quercus acutissima, and Castanea crenata, Carpinus 
tschonoskii, Styrax japonica. Shrubs and climbers such as 
Deutzia crenata, Rosa multiflora, Chaenomeles japonica, 
Ailanthus altissima, Rhus javanica var. roxburghii, Euonymus 
sieboldianus, Euscaphis japonica, Aralia elata, Acer palmatum, 
Viburnum dilatatum, Celastrus orbiculatus, and Hedera 
rhombea are also found. On the forest fl oor there are many 
grass species. The presence of a forest in the city is considered 
a valuable asset.

4.Facilities
(1) Nursery
We have three nurseries. The nursery 1 is the main nursery, 

where we grow seedlings of main silvicultural species for 
experiment and research. It is also used to grow various types 
of seedlings commissioned by researchers.

(2) Laboratory
We have 2 indoor facilities, UTF Sample Preparation 

Laboratory (UTF SP Lab.) and UTF Laboratory (UTF Lab.), 
for shared use. UTF SP Lab. is 57.2 m2 in area, especially 
for preprocessing the samples collected outdoors, and 

insect rearing. UTF Lab. is 86.6 m2 in area, especially for 
microbiological, molecular, and biochemical experiments.

(3) Seminar house
This valuable wooden building was constructed in 1932 

and has been used as offices and laboratories. In 2021, the 
building will be reinforced against earthquakes and used as a 
lecture hall.

5. Education
Since establishment, UTTF has been continuously used for 

practical training courses in silviculture, especially in nursery 
work. Recently, more laboratories inside and outside of 
UTokyo utilize UTTF for hands-on training of their students, 
focusing on outdoor experiments and observations. We 
provide our original hands-on activities for the students in 
UTokyo, too. We prepare study fi elds and also study material 
for the theses of students, including those outside of UTokyo.

6. Research
UTTF promote urban forest research by taking advantage of 

our location as followings. 
(1) Studies for the planning of urban forests: We collect 

and organize information on the urban forests and study 
the expected functions of "contemporary urban forests". 
Based on this, we will plan and develop actual forest sites 
for demonstration, and evaluate and verify the functions. 
The LTER (Long Term Ecosystem Research) site, which have 
been little managed since its establishment in 1992, can 
serve as a reference in evaluating the functions. In order to 
assess the impact of the ecosystem services and disservices 
of urban forests on agricultural ecosystems, we will deepen 
our collaboration with the Institute for Sustainable Agro-
ecosystem Services, UTokyo.

(2) Studies for the management of urban forests: We promote 
researches on the thinning, pruning, and hygiene of urban 
forests. Genetic resources, propagation, and nursing techniques 
of various plants will also be studied. More specific examples 
include the refi nement of non-destructive diagnosis of tree vigor. 
The effectiveness of the control measures against the recent 
damage by Japanese oak wilt and pine wilt will be verifi ed.

(3) Studies for the use of urban forests: We will promote 
the exploration of unused resources, the survey on their 
productivity, and the development of their usage. We must 
explore ways to conserve urban forests autonomusly, in which 
interests among various stakeholders, include the elderly, 
should be coordinated. Examples of research topics include 
harvesting, characterizing, and selling wood and non-wood 
forest products, learning, recreation, and volunteer activities. 

UTTF provides a lab-fi eld integrated research environment, 
which we continue to upgrade. In fiscal 2014, we have 
installed new in-forest wireless LANs and power supply 
stations. We are accumulating infrastructure data such as 
meteorological observation, animal and plant survey, and 
land management history data for research uses.

7. Extension
UTTF provides var ious types of  forest  and nature 

educational programs for the general public. 
Moreover, the Forest is open to the public on weekdays, 

and sometimes on public holidays. Tens of thousands of 
people visit the Forest for nature observation. The walkways 
are routinely patrolled and checked for fallen branches, 
and when necessary, elevated vehicles are used to remove 
hanging and dead branches.
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1．沿革と概要
　生態水文学とは、生物・無生物か
らなる生態系に流入・循環・移動・
流出する水、栄養塩、炭素、土壌、
土砂、エネルギーの収支や時間変化、
プロセス、メカニズムを研究する学
問分野であり、生態系生態学、森林
水文学、生物地球化学などを融合し
た学問分野です。生態水文学研究所
は、東京大学演習林における生態水
文学の研究を推進する組織として愛
知演習林を改称して 2011（平成 23）
年に設立されました。
　生態水文学研究所の研究林・試
験地は、東京大学の森林理水及び
砂防工学に関連した実験・実習地
として、1922（大正 11）年に東京
帝国大学農学部附属愛知県演習林
として荒廃した丘陵地に設置され
ました。設置当初から各種の砂防
工事が行われ、愛知県瀬戸市や犬
山市との土地交換を経て、現在では 
1,294ha の面積を有し、そのほぼ全
域が緑で覆われています。

2．立地環境
　生態水文学研究所は、名古屋市
の北東約 20km の愛知県瀬戸市五
位塚町に位置する事務所・研究室
と２研究林１試験地により構成さ
れています。赤津研究林（745ha）
は瀬戸市の東部に位置し、北は岐
阜県境の三国山麓から南は猿投山
にいたる尾張地域に広がり、東縁
を三河地域と接しています。犬山
研究林（442ha）は名古屋市の北約
20km の犬山市東部に、穴の宮試験
地（77ha）は瀬戸市の北部に位置
しています。
　赤津研究林と穴の宮試験地のほ
ぼ全域は中古生代の花崗岩を基岩
とし、風化は深層に及んでいます。
赤津研究林（標高 244 － 692m）の
平均傾斜度は 25º、穴の宮試験地（標
高 130 － 272m）の平均傾斜度は
19º です。犬山研究林（標高 70 －
218m）の大部分は新第三紀層から

なり、上部では部分的に中古生層
がみられます。
　赤津研究林内の白坂気象観測露
場 で の 45 年 間（1976 － 2020） の
記録でみると、月平均気温が最も
寒い１月で 1.6℃、最も暑い８月で
24.7℃、年平均が 13.0℃でした。ま
た平均年降水量は約 1,840mm で、
温暖湿潤な気候といえます。

3. 森林の特徴
　設置当初の研究林は、赤津研究
林は尾根筋がほぼ裸地、犬山研究
林と穴の宮試験地は沢筋にわずか
に樹木がある程度でほぼ全山が裸

地でした。その後、砂防植栽や林
業目的のヒノキ、スギの植栽が行
われて現在にいたっています。林
種は、大きくは天然生林（76％）
と人工林（24％）に区分されます。
天然生林では、上層にコナラ・ア
カマツ・ヒノキ・コハウチワカエ
デ等が、中下層にヤブツバキ・ヒ
サカキ・サカキ等の常緑広葉樹が
みられます。

4. 施設
　赤津研究林内にある赤津宿泊施
設は、宿泊部屋や講義室など、学
生実習の拠点として、また赤津研

写真 1　赤津研究林
Photo 1  The Akazu Research Forest (AKRF).

図 1　ハゲ山からの森林再生と遷移に伴う裸地面積率（点線）の減少と蓄積（実線）の増加。赤＝白坂
流域、青＝穴の宮流域
Fig 1  Long-term decrease of bare land ratio (broken line) and increase of stand volume (solid line) with 
the forest restoration and succession on denuded hills. Red and blue lines indicate Shirasaka and 
Ananomiya Experimental Watershed, respectively.
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究林を利用する研究者の滞在場所
として利用・宿泊を受け付けてい
ます。また、長期滞在を目的とし
た研究者を対象に、五位塚事務所
構内の長期滞在者宿舎も宿泊を受
け付けています。

5．大学教育
　東京大学学生および大学院生に
対して、森と水の自然科学教育、
森と水と人の関係についての人文・
社会科学教育の拠点として講義お
よび実習、卒業論文指導、修士論文、
博士論文指導を推進・支援してい
ます。また東京大学における唯一
の森と水と人の研究に取り組む研
究組織として、大学院農学生命科
学研究科・農学部以外の研究科・
学部・研究所等による教育、総合
科目および全学ゼミナールの開講
を通じて教養学部前期課程の教育

に貢献しています。
　他大学の学生および大学院生に対す
る教育についても受け入れています。

6．研究
　流域を単位として、森林の内部
を移動する物質（水、栄養塩、炭
素など）の各循環過程や収支に、
森林が及ぼす影響を科学的に明ら
かにする研究を推進しています。
それにより、人間社会が森林と水
との関係に対して期待している、
水・土壌・土砂に関連する森林の
生態系サービスの実態を解明し、
他の生態系サービスに対する位置
づけとトレード・オフを明らかに
することで、森林の生態系サービ
スを総合的に評価する手法の開発
や、その機能の強化に向けた技術
の開発を目指しています。また、
人間社会における水・土壌・土砂

に関連する森林の生態系サービス
の利用の歴史、現状、未来への展
望について、自然科学および人文・
社会科学を融合した観点から研究
を行っています。
　上記のような研究を進めるにあ
たって、生態水文学研究所では以
下に示すような施設、または調査
フィールドを活用しています。

 ● 赤津研究林と穴の宮試験地にお
ける水文・気象・水質観測

　赤津研究林の白坂流域と東山流
域、そして穴の宮試験地では、量
水堰（川の水の量を計る施設）を
用いた流量観測が約 90 年以上も継
続され、長期間にわたる流量デー
タが蓄積されています。このデー
タと、同じく長期間にわたって観
測された降水量や気温などの気象
データを組み合わせ、気候変動や

写真 2　学生実習内の測量演習
Photo 2  Practice of surveying.

写真 3　学生による堰堤内砂出し作業
Photo 3  Sediment removal in the weir.

図 2　白坂試験流域における降水量、流出量及び損失量の、年間値の長期変動。
緑＝降水量、青＝流出量、赤＝損失量。損失量とは降水量から流出量を差し引いたもので、ほぼ森林からの蒸発散量を示す。
Fig 2  Long-term variation of annual precipitation, runoff and loss in Shirasaka Experimental Watershed. 
Green, blue and red lines indicate precipitation, runoff and loss, respectively. Loss that mainly indicates forest evapotranspiration is the difference between precipitation and runoff.
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森林の植生変化が、森林の水収支
に及ぼす影響を明らかにする研究
を進めています。また、赤津研究
林の白坂流域では渓流水の水質調
査も行われており、病虫害などの
森林のかく乱が、渓流水水質の形
成に与える影響を明らかにする研
究も進めています。

● 赤津研究林における森林生態系調査
　赤津研究林には白坂小流域固定
試験地（2.67 ha）が設定されており、
その中にある 1 ha 方形区は環境省
モニタリング 1000 における森林・
草原調査のコアサイトとして登録
されています。この方形区を中心
として、毎木調査（樹種を特定し、
木の幹の太さを測る調査）やリタ
ー・シードトラップによる落葉落
枝・落下種子の調査など、森林生
態系に関わる様々な調査を行い、
長期的な森林の変化を明らかにす
るための研究を行っています。

● 赤津研究林と犬山研究林におけ
る大規模野外実験サイト

　赤津研究林にある隣り合う２つ
の小流域において、流量観測や植
生調査などが同時に行われていま
す。将来的には片方の小流域に樹
木の伐採などの操作を加えて、そ
の影響を科学的に明らかにするた
めの研究を行うことを計画してい
ます。犬山研究林では、過密ヒノ
キ人工林からなる小流域を間伐処
理し、降水中の流量変化や、川の
水の量が少ない時期における流量
がどのように変化したかを明らか
にする研究を進めています。また、
上述のものより規模は小さいです
が、犬山研究林には斜面ライシメ
ータという、土壌表面や土壌中の
水の流れ、植物や土壌からの蒸発
散量を調べるための野外実験施設
が設置されています。

7．社会連携
　生態水文学研究所では瀬戸市及び
犬山市と地域交流協定を締結してお
り、協定に基づき、市民向けイベン
トを定期的に開催しています。また、
生態水文学研究所サポート団体「シ
デコブシの会」、「犬山研究林利用者
協議会」による市民向けイベントも

定期的に開かれています。また、隣
接自治体である豊田市からの、間伐
等の森林管理が水源かん養機能に与
える影響を科学的に明らかにするこ
とを目的とした委託研究や瀬戸市の
河川の環境影響評価などを行ってお
り、研究所として知の還元を行って
います。

写真 4　白坂量水堰
Photo 4  Shirasaka Gaging Weir.

図 3　白坂小流域固定試験地内の 1ha 方形区における、主要 4 樹種の胸高断面積合計（m2 ha-1）の経年変化。
ヒノキ=緑、コナラ=オレンジ、アカマツ=赤、サカキ=青。2009年から2014年の間に、ナラ枯
れ被害によって多くのコナラが枯死した。
Fig 3  The temporal variation of total basal area (m2/ha) of 4 main species in a 1 ha square aera within a 
fixed test area in AKRF.
Green, orange, red and blue indicate Chamaecyparis obtusa, Quercus serrata, Pinus densiflora and Cleyera 
japonica, respectively. During 2009 to 2014, a lot of Q. serrata died of Japanese Oak Welt diseases.
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1. History and Summary
Ecohydrology is an interdisciplinary field studying the 

interactions between water and ecosystems. Areas of research 
in ecohydrology include transpiration and plant water use, 
adaption of organisms to their water environment, influence of 
vegetation on stream flow and function and feedbacks between 
ecological processes and the hydrological cycle. The Research 
Forests of the Ecohydrology Research Institute (ERI) were 
established in 1922 under the name of University Forest in 
Aichi on degraded hill areas in Aichi Prefecture. Their purpose 
was experimental research and training in forest hydrology and 
erosion control engineering for the University of Tokyo. As a 
result of a program of continuous erosion control work since 
ERI’s foundation, mainly hillslope planting, almost all of the 
1,294ha of hills are now covered with vegetation.

2. Location, Geography and Climate
The ERI consists of an administration office with a research 

laboratory located in Goizuka-cho, Seto city, 20 km northeast 
of Nagoya, and three research forests. The Akazu Research 
Forest (AKRF, 745ha) is located in the eastern part of Seto city. 
The Inuyama Research Forest (IRF, 442ha) is located in the 
eastern part of Inuyama city, 20 km north of Nagoya. The 
Ananomiya Research Forest (ANRF, 77ha) is located to the 
north of Seto city. 

AKRF and most parts of ANRF lie on Mesozoic deeply 
weathered granite. The average inclination is 25 degrees in 
AKRF (altitude 244-692m), 19 degrees in ANRF (130-272m). 
IRF is situated mainly on Neogene strata, and Paleozoic 
sandstone is partly found in its upper area. According to the 
data from Shirasaka in AKRF which has been gathered for 30 
years (1976-2020), the average monthly temperature in 
January, the coldest month, is 1.6ºC and in August, the hottest 
month, it is 24.7ºC. The annual average temperature is 13.0ºC. 
Annual average precipitation is 1840mm, so the climate is 
warm and humid. 

3. Characteristics of the Forest 
At the time of its establishment, almost all of the research 

forests were degraded hill regions. As a result of restoration 
work over many years, these regions have turned into 
secondary or artificial forests. Many secondary forests are 
composed mainly of Quercus serrata and Pinus densiflora or 
deciduous and evergreen broadleaved trees in mixture. In 
addition, Cryptomeria japonica, Chamaecyparis obtusa and 
various kinds of pine are planted as artificial forest.

4. Facility
The Akazu accommodation, located in the AKRF, is available 

for students and researchers to stay. The accommodation for 
long-term visitors is located within the Goizuka Office.

5. Education
As an institute for both natural- and social- science 

educations dealing with the interactions between forest, water 
and humans, ERI promotes educational programs on these 
topics for both undergraduate and graduate students at the 
Faculty of Agriculture and Graduate School of Agricultural and 
Life Sciences, the University of Tokyo (Photos 2 and 3). 
Research guidance for bachelor, master, and PhD theses is also 
provided. Not only are the students mentioned above catered 
for, but also others at the University of Tokyo are provided with 
various educational programs, such as Integrated Courses and 
Topical Courses for undergraduate students of the Junior 
Division, College of Arts and Sciences, the University of Tokyo. 
ERI’s educational programs are also readily available for 
students of other universities.

6. Research
Research is based mainly on watershed-scale f ield 

experiments, the effects of forest ecosystems on water budgets 
and intra-system cycling of water, nutrients, carbon dioxide, 
sediment and other mater ials . On the basis of such 
investigations, a knowledge base has been built that facilitates 
scientific understandings of 1) the function of headwater forest 
ecosystems in regulating water resources for humans 
downstream, and 2) the trade-off relationship between the 
functions of the forest as water and sediment controllers and its 
other mult iple functions such as t imber production, 
sequestration of atmospheric carbon dioxide, conservation of 
biodiversity and recreation space. Techniques for evaluating 
the function of present-day forest ecosystems as water and 
sediment controls and for strengthening these functions is also 
under development. In addition to this research undertaken 

from a natural science viewpoint, work is also carried out 
which analyzes how local people have recognized the 
relationship between the forest and water/sediment in the past, 
how they have utilized various products from the forest, and 
how they have overused the forest. Furthermore, ERI is 
concerned with the future desirable relationship between forest 
and people from historical, social, cultural, economical and 
legal perspectives.

In conducting the above research, ERI utilizes the following 
facilities and research fields.

 
6.1 Hydrological, meteorological, and water quality 
observations at AKRF and ANRF 

In AKRF (Shirasaka and Higashiyama Experimental 
Watersheds) and ANRF, runoff observation using a weir has 
been continued for more than 90 years. Combining this data 
with long-term meteorological data, such as precipitation and 
temperature, we are conducting research to clarify the effects 
of climate change and changes in forest vegetation on the 
forest water balance. In Shirasaka Experimental Watershed, a 
survey of stream water quality is also being conducted, and 
research is underway to clarify the effects of forest disturbance 
on the formation of stream water quality. 

6.2 Forest Ecosystem Research in AKRF 
In AKRF, we have established a fixed test area for forest 

ecosystem research (2.67 ha), and a 1 ha square area is 
installed within this fixed test area. Mainly in this square area, 
we are conducting various surveys related to forest ecosystems, 
including a vegetation survey and a fallen litter and seed 
observation using traps, in order to clarify long-term forest 
changes.

6.3 Field experiment sites and facility in AKRF and IRF
Runoff observation and vegetation surveys has been 

conducted simultaneously in two adjacent small-catchments in 
AKRF. In the future, we plan to conduct a study to clarify the 
effects of some kind of operations (e.g. tree cutting) in one of 
the small-catchment. In IRF, we were thinning a catchment 
consisting of an unmanaged Japanese cypress plantation and 
have been conducting research to clarify how change the 
runoff characteristic. Also IRF has a slope-scale lysimeter, a 
field experimental facility for studying the water flow on and in 
the soil surface and evapotranspiration from plants and soil.

7. Extension
In both Seto City and Inuyama City, ERI have held events to 

public as outreach activity to contribute to the local 
community. The support groups for ERI are organized and they 
also have held the events for the public.
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※見学をご希望の方はお問い合わせ下さい。

1．沿革と概要
　富士癒しの森研究所は、浅間神社
と山中湖村民の所有地約12haの寄付
によって1925（大正14）年に富士演
習林として設立されました。また、
翌1926（昭和元）年から山梨県有地
を借り受けて、演習林としての基盤
を確立しました。その後、国有地の
山中湖村への譲与、借入地の返地等
を経て、現在は東京大学所有地と借
入県有地を合わせた40haからなりま
す。2011（平成23）年より「富士癒
しの森研究所」と改称し、保健休養
機能に優れた森林づくりや森林に親
しむ地域づくりの研究に取り組んで
います。

２．立地環境
　本研究所は富士山麓、山中湖畔
のわが国有数のリゾート地となっ
ている山梨県南都留郡山中湖村に
立地します。研究所へは、富士急
行線富士山駅あるいは JR 御殿場線
御殿場駅から路線バス、東京のバ
スタ新宿から中央高速バスで、い
ずれも「山中湖村役場前」で下車
して徒歩約３分です。
　演習林は、山中湖畔の海抜高
990mから1,060mのゆるやかな緩斜
面に広がっています。土壌は、火山
性礫質未熟土であり、表富士の海洋
型気候から裏富士の内陸型気候への
移行地点にあり、湿度のやや高い寒
冷地です。近隣のアメダス山中観測
所における過去10年（2011年～2020
年）の年平均降水量は2,355mm、年
平均気温9.9℃、最低気温は－19.4℃
です。例年一番深い時で50～60cm
の積雪があります。

３．森林の特徴
　森林は冷温帯上部にあたります。
1920 年代以降に植栽されたカラマ
ツ林が樹冠を占めつつ、亜高木～
低木層の多様な広葉樹が混交し、
落葉広葉樹林へ移行する遷移が進
んでいます。その他に、ヨーロッ

パトウヒ、ストローブマツ、トド
マツ、アカエゾマツ、カラマツ、
ブナなどの試験林分があります。
2013 年までに約 400 種の維管束植
物が確認されています。

４．施設
　富士癒しの森研究所には、富士
癒しの森講義室、自炊宿舎があり、
また林内には東京大学運動会が運
営する山中寮内藤セミナーハウス
があります。これらは実習、演習、
課外活動および研究室のゼミ合宿
の拠点として利用されています。
　癒しの森講義室は、Wifi と大画

面タッチスクリーンを完備し、オ
ンライン会議にも利用できます。
自炊宿舎は、台所、ユニットバス
があり、長期滞在の利用にも対応
しています。
　山中寮内藤セミナーハウスは、東
京大学の宿泊施設で、大小 3 部屋の
研修ルームがあり、通信環境も完備
され、教育・研究活動のみならず各
種研修に利用できます。

5. 大学教育
　教育フィールドとしての富士癒し
の森研究所は、平地もしくは緩傾斜
に立地することから、野外経験の浅

写真 1　富士山と山中湖に囲まれた富士癒しの森研究所
Photo 1　FIWSC surrounded by Mt. Fuji and Lake Yamanakako

写真 2　フィールド内にある富士癒しの森講義室
Photo 2　Lecture room located in forest

写真 3　長期滞在研究にも利用可能な自炊宿舎
Photo 3　Ability to accommodate long periods of 
research and equipped with cooking facilities.

富士癒しの森研究所
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い方の入門に最適です。森林はカラ
マツの人工林が主体ですが、下層植
生は豊かで、多様な植物・植生景観
や動物痕跡を観察することができま
す。演習林自体はさほど大きくあり
ませんが、周辺地域にも見学可能な
施設やフィールドがあり、教育活動
をより充実させることができます。
林内には快適に滞在できる山中寮セ
ミナーハウスがあり、複数日程での
教育活動を存分に行うことができま

す。東京都心からのアクセスが良い
ため、日帰りの実習を行うこともで
きます。
　富士癒しの森講義室、山中寮の
セミナールーム等の屋内施設を利
用することで、フィールドワーク
と室内演習を効果的に組み合わせ
たプログラムが実施できます。ま
た、宿泊する場合に滞在拠点とな
る山中寮は、留学生対応がなされ
ています。卒業研究等で長期の調

査をする場合は、研究所が管理す
る自炊宿舎の利用がおすすめです。
　研究所が主体となる教育プログ
ラムとして、主に教養課程におい
て、森の癒しを主題とした講義・
実習を実践しています。

6. 研究
　富士癒しの森研究所では、保健
休養機能に優れた森林を実現する
ための技術や社会の仕組みについ
て多面的に研究しています。

（１）「癒しの森」の森林管理
　森林管理の基礎となるのが森林
現況の把握ですが、保健休養機能
に着目した森林の把握方法はほと
んど確立していません。「癒しの森」
管理のための基礎研究として、実
証林を活用しながら、森林景観を
観測・評価する方法の開発に取り
組みます。また、応用研究として、
具体的な森林管理手法の研究に取
り組みます。特に、森林は気候変
動や獣害などの各種リスクにさら
されていることから、これらのリ
スクに対応した森林管理のあり方
を研究します。

写真 4　山中寮内藤セミナーハウス
Photo 4　The University of Tokyo Yamanaka Hall Naito Seminar House.

写真 6　森林景観管理について学ぶ実習
Photo 6　Education program on landscape management

写真 5　 ストーブによる枯損木の有効利用
Photo 5　Wood stove as effective use of dead or 
damaged trees.

写真 7　森林空間における音響調査
Photo 7　Evaluation of forest space as sound 
environment
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（２）資源化、資源活用
　「癒しの森」の実現において、枯
損木や枝条、その他森林がもたら
す資材を有効活用することが森林
管理の手段となりえます。一般的
な市場に流通しない低質材の資源
化と、そのための適正技術を検討
します。特に、森林管理と連動す
るような薪の利用システムを構築
し、それが森林管理および地域社
会にどのような貢献をできるのか
を評価します。また、地域社会に
おいて、森林由来の資材や森林空
間がより活用されるために必要な
知識や技術を扱う教育・体験プロ
グラム開発に取り組みます。

（３）ソーシャルデザイン
　地域社会の中で、自律的に「癒
しの森」が維持されていくために
は、その恩恵を享受する人たちが
協力して森づくりに関わる必要が
あります。地域における自治的な
森林ガバナンスのあり方や、開か
れた「癒しの森」を誰もが快適・
安全に享受するための利用ルール・
規範を検討します。

7. 社会連携
　富士癒しの森研究所では、山中
湖村との地域交流協定に基づき、
森と観光に関すること、森と健康
に関すること、森と教育に関する
ことなど、森林が地域住民の暮ら
しや産業に関わる場面での共同事
業に取り組んでいます。また、地
域住民一般を対象とした公開講座
などのイベントを開催しています。
　地域住民の有志からなる「癒し
の森の会」とともに、森に親しむ
文化を地域の中に育むことを目指
した活動を定期的に行っているほ
か、富士北麓地域を中心として、
森づくりに取り組む団体とも連携
し、森づくりあるいは森と親しむ
文化の輪を広げることに貢献しよ
うとしています。

写真 8　森の中での音楽会
Photo 8　Music event in the forest

写真 9　森林に囲まれた快適なオンライン会議
Photo 9　Online meeting in a comfortable forest landscape

写真 10　コミュニケーションを深める焚火の夜
Photo 10　Fruitful communication around a bonfire
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1. History and Overview
The Fuji Iyashinomori Woodland Study Center (FIWSC) was 

established in 1925 as the name of The University Forest at 
Yamanakako with the donation of approximately 12 hectares of 
land owned by Sengen Shrine and the villagers of Yamanakako. 
The following year, in 1926, the forest leased land owned by 
Yamanashi Prefecture and established its foundation as 
universi ty forest. After the transfer of public land to 
Yamanakako Village and the return of borrowed land, it now 
consists of 40 hectares of land. In 2011, the forest was 
renamed the Fuji Iyashinomori Woodland Study Center 
(“Iyashinomori” means forest with amenity), and has been 
conducting research on the creation of forests with excellent 
recreational and restoring functions and the development of 
communities that are friendly to forests.

2. Location, Geography and Climate
FIWSC is located in Yamanakako Village, Minamitsuru-gun, 

Yamanashi Prefecture, one of the most famous resort areas in 
Japan, on the shore of Lake Yamanakako at the foot of Mt. Fuji. 
To get to FIWSC, take a local bus from Fujisan Station on the 
Fujikyu Line or Gotemba Station on the JR Gotemba Line, or a 
Chuo Express Bus from Shinjuku Expressway Bus Terminal in 
Tokyo, and get off at "Yamanakako Village Office".

The forest extends on a gentle slope from 990m to 1,060m 
above sea level on the shore of Lake Yamanakako. The soil is a 
volcanic gravelly immature soil, and it is located at the 
transition point from the oceanic climate of Omote-Fuji to the 
inland climate of Ura-Fuji, which is a slightly humid and cold 
region. The average annual precipitation at the nearby 
AMEDAS Yamanaka station for the past 10 years (2011-2020) is 
2,355mm, the average annual temperature is 9.9ºC, and the 
minimum temperature is -19.4ºC. There is usually 50 to 60 cm 
of snow at the deepest point.

3. Characteristics of the Forest
The forest is in the upper part of the cool temperate zone, 

where larch forests planted since the 1920s dominate the 
canopy, while a variety of broadleaf trees in the sub-temperate 
to shrub layer are interspersed, and the transition to deciduous 
broadleaf forests is underway. By 2013, approximately 400 
species of vascular plants have been identified.

4. Facilities
FIWSC has a Fuji Iyashinomori Lecture Room (Lecture 

Room) and self-catering accommodations, and the Yamanaka-
Ryo Naito Seminar House (Yamanaka Ryo), operated by the 
University of Tokyo, is located in the forest. These are used as 
bases for practical training, exercises, extracurricular activities, 
and laboratory seminar camps.

The Lecture Room is equipped with wifi and a large touch 
screen for online meetings. The self-catering dormitory has a 
kitchen and unit bath and is available for long-term stays. 
Yamanaka Ryo is an accommodation facility available for all 
U-Tokyo members including alumni/alumnae and their 
companions, with three large and small seminar rooms, fully 
equipped with communication environment, and can be used 
not only for educational and research activities but also for 
various training programs.

5. Education
As an educational field, FIWSC is located on a flatland or 

gentle slope, making it ideal for those with little outdoor 
experience. The forest is mainly a planted larch forest, but the 
understory vegetation is rich, and a variety of plants, vegetation 

landscapes, and animal traces can be observed. There are also 
facilities and fields in the surrounding area that can be visited 
to enhance educational activities. Yamanaka Ryo can be a 
comfortable accommodating base; therefore, educational 
activities can be carried out to the fullest on multiple dates. 
Because of its easy access from central Tokyo, students can also 
take day trips for practical training.

By using indoor facilities such as the Lecture Room and the 
seminar room in Yamanaka Ryo, the program can effectively 
combine fieldwork and indoor exercises. The Yamanaka Ryo, 
which serves as a base for overnight stays, is also available for 
international students. When conducting long-term research for 
graduation projects, etc., it is recommended to use the self-
catering accommodations managed by FIWSC.

As an educational program led by FIWSC, lectures and 
practical training on the theme of “Iyashinomori” are practiced 
mainly in the liberal arts program.

6. Research
FIWSC is conducting multifaceted research on technologies 

and social systems to realize forests with excellent recreational 
and restoring functions.

(1) Forest management of the "Iyashinomori”
The basis of forest management is to understand the current 

state of the forest, but there are few methods for understanding 
the forest with a focus on its recreational and restoring 
funct ions. As basic research for the management of 
"Iyashinomori," we will develop methods for observing and 
evaluating forest landscapes on site.

(2) Recycling and Utilization of Resource
Effective use of dead wood, branches and other forest 

materials can be a means of managing “Iyashinomori”. We will 
study the recycling of low-quality wood that is not available in 
the general market, and the appropriate technology for this 
purpose. In particular, we will develop a firewood utilization 
system that is linked to forest management, and evaluate how 
it can contribute to forest management and local communities. 
We will also work to develop educational and experiential 
programs that provide the knowledge and skills necessary to 
make better use of forest-derived materials and forest space in 
local communities.

(3) Social Design
In order for "Iyashinomori" to be maintained autonomously 

in local communities, it is necessary for the people who enjoy 
the benef i t s to cooperate and be involved in fores t 
development. We will examine the way of self-governing forest 
governance in the region, and the rules and norms for the use 
of "Iyashinomori" for everyone to enjoy comfortably and safely.

7. Extension
Based on a communi ty exchange agreement wi th 

Yamanakako Village, FIWSC is engaged in joint projects related 
to forests and tourism, forests and health, forests and 
education, and other situations where forests are related to the 
lives and industries of local residents. We also hold events such 
as public lectures for local residents in general.

Together with the "Iyashinomori Association" made up of 
volunteers from the local community, we regularly hold 
activities aimed at fostering a culture of familiarity with forests 
in the local community, and we also collaborate with 
organizations that are engaged in forest development, mainly 
in the adjacent areas.
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樹芸研究所
1. 沿革と概要
　「樹芸」とは、木材利用だけでは
なく、人が樹に親しみ、樹を暮ら
しに役立て、樹を育むことを包含
するものと樹芸研究所では捉えて
いる。人が暮らす土地土地での樹
との向き合い方が顕れる。かつて

「樹芸」は日本人にはごく当たり前
のものであったが、それらの多く
が資本主義の経済原理によって消
滅しようとしている。「樹芸」は自
然と向き合う人の営みから生まれ
た「文化」そのものであるから、
経済的な価値観ばかりではなく、
様々な価値観に照らしてみて、そ
れらの消滅によって失うものを、
今一度考えてみるべきではないだ
ろうか。幾ばくかでも取り戻すべ
きものがないか、「樹芸」を教育と
研究に盛り込み、未来の子供たち
に一考する機会を繋いで行く。そ
れが樹芸研究所の目的である。
　東京大学演習林は、第二次世界大
戦中、熱帯・亜熱帯産の特用樹木の
研究施設として、1943 年 1 月 14 日
に現在の南伊豆町青野に民有林
241.29ha を購入し樹芸研究所を設立
した。翌 1944 年には、現在の南伊
豆町加納に 0.6115ha の土地を借り入
れ、1947 年に木造大温室が完成した。
同年、加納に所長宿舎が竣工し、翌
1948 年にその一部に青野から事務所
を移した。1948 年には地下 149m か
ら自噴する温泉を掘り当て（温度
100℃、毎分 200 ℓ湧出）、温室の熱
源とした。源泉櫓は 2010 年に架け
替えを行った。現在、2009 年に改築
した温室（面積 260m²、高さ７m）
と総面積 247 ha の研究林を利用し
て、様々な樹芸植物の育成とそれら
を教材とする教育プログラムを提供
している。2021 年に下賀茂寮宿泊施
設の移管を受け、整備を行っている。

2. 立地環境
　伊豆半島南端の南伊豆町加納に温
室・実験室・事務所がある。交通は、

伊豆急下田駅より加納バス停まで東
海バスで約 25 分、下車後徒歩約 3
分となる。青野作業所へは、加納事
務所より８km、車で 15 分である。
　地質は新第三系中新統の白浜層群
からなり、基岩は石英安山岩、ひん
岩が貫入岩類として認められる。土
壌は、やや乾性の褐色森林土である。
標高は青野作業所管内で約 100 ～ 
500m、地形は複雑急峻である。
　気候については、青野作業所の
観測点（標高 100m）における過去

写真 1　植栽 3 年 6 ヶ月で最大 14.4m に成長したEucalyptus saligna
Photo 1　A three-and-a-half-year-old plantation of Eucalyptus saligna, with the tallest tree measuring 14.4m in height.

写真 2　温室暖房用源泉
Photo 2　Hot spring used for heating the greenhouse.
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10 年間（2006 ～ 2015 年）の年平
均気温は 15.4℃である。年間で 0℃
以下を記録した日数の平均は 23.3
日（初日 12 月 7 日～終日 3 月 31 日）
である。平均年降水量は 2,391mm
で、降雪はほとんどない。

3. 森林の特徴
　樹芸研究所の森林は暖温帯の照
葉樹林帯に属し、潜在植生はシイ・
カシとなる。薪炭利用されてきた
林が 1960 年頃から放置されたもの
である。スダジイ、アラカシ、ウ
ラジロガシ、シロダモ、ヤブツバキ、
イヌガシ、ヤブニッケイなどが混
生する。疎開した陽地には、コナラ、
オオシマザクラ、ヤマザクラ、ハ
ゼノキ、オオバヤシャブシ、ミズキ、
アカメガシワ、カラスザンショウ
などの落葉広葉樹が多くみられる。
林内にはヒサカキが多く、林床に
はリョウメンシダ、ウラジロ、ナ
チシダなどのシダ類や、イズセン
リョウ、フユイチゴ、ヤブコウジ、
アリドオシなどが生育する。2007
年頃までアオキが多かったがシカ
の被食圧により大きく衰退した。
　青野研究林のうち、23.0% がスギ、
ヒノキなどの針葉樹人工林で、27.6%
がクスノキ、ユーカリ属、アブラギ
リなどの有用広葉樹人工林である。
約 48ha におよぶクスノキ人工林は林
齢がおよそ 110 年であるが、他はほ
とんど 65 年生以下である。

4．施設
　温室には、現在、熱帯・亜熱帯の
植物約 250 種を栽培・展示している。
ただ展示するだけでなく、コーヒー、
カカオ、バニラ、キャッサバなどの
馴染み深い熱帯産植物を利用した
様々のアクティビティを提供できる
演示型温室としている。
　下賀茂寮宿泊施設は大学教育、
社会貢献に活用する計画である。

5．大学教育
①全学体験ゼミナール
　樹芸研究所では大学 1、2 年生対
象の全学体験ゼミナールを重視して
いる。体験をきっかけに、都会暮ら
しでは他人事になりがちの放任竹林
や旧薪炭林の問題を、自分事として
捉え直す仕組みとしている。その他、
温室のカカオ、キャッサバなど知っ
ているようでよく知らない植物に意
識を向け、生産地に思いを馳せる機
会を与えている。
②森林実習（農学部国際開発農学専修）
　クスノキ人工林の材積調査と植
生調査を行って、樹木・森林の基
本的な調査方法を習得するととも
に、施業計画を立てたり、施業し
ない場合に森林の変遷を予測した
り、先を見通して森と向き合う感
覚に触れる。

6．研究
　ユーカリについて、過去数十年
に亘る現地適応試験を通じて成長
旺盛と評価し得る種を 10 種選抜し、
それらの林業的生産性を確認する
ために、種ごとに 100 個体程度か
らなる新たな試験地の造成を行っ
ている。森林総合研究所の早生樹
研究に参加して、数種のユーカリ
成木を、材質特性・物理特性試験
に供した。
　クスノキに関しては、100 年生ク
スノキ林内に 20 ｍ方形区で皆伐し
た萌芽更新試験地を設定し経過観
察を続けている。
　カカオについては、開花・結実
などのフェノロジー調査や果実（カ
カオポッド）の収穫数や大きさに
関する調査などの基礎研究を継続
している。

写真 3　カカオの幹生果
Photo 3　Pods on tree trunks of the cacao tree (Theobroma cacao L.)

写真 4　バニラの花 ( 左 ) と実（右 )
Photo 4　Flowers and fruits of Vanilla planifolia Andrews
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　バニラに関しては、新しい簡便
なキュアリング法により高品質な
バニラビーンズを製造することを
目指している。
　油糧植物であるアブラギリに関
しては、伝統工芸木炭製造技術保
存会（岡山県）の駿河炭焼きと桐
油搾りに協力している。

7．社会連携
　南伊豆町の農林業の発展および
大学における教育・研究の推進に
資するため、相互に連携・協力を
行う旨の協定を締結した。2019 年
には協定に基づいて、運動会学生
と南伊豆町の子供たちの交流会を
実施した。また、南伊豆町ふるさ
と納税を通して樹芸研究所にご支
援いただけることになった。他に
も隣接する下田市と連携して地域
住民向けの公開講座を定期的に実
施している。

写真 5　全学体験ゼミナール「伊豆に学ぶ」における炭焼き
Photo 5　Making charcoal in the Fieldwork Seminar “izu-seminar”

写真 6　全学体験ゼミナール「伊豆に学ぶ－熱帯植物編－」でのチョコレート作り
Photo 6　Practicing the making of chocolate in the Fieldwork Seminar “izu-seminar: tropical plant program”
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1. History and Summary
The Arboricultural Research Institute (ARI) considers the 

term “arboriculture” to mean not only utilizing wood but also 
familiarizing oneself with trees, making use of trees in one’s life 
and nurturing them. Arboricultural activity reflects one’s way 
of facing trees in his land. Although “arboriculture” was once 
familiar to Japanese, most of arboricultural activities are now 
close to extinction due to capitalistic economic principles. 
Arboriculture is a culture derived from human activity of 
facing nature, and what is lost by its extinction should be 
reconsidered in view of various concept of values not restricted 
to economic ones. Part of the mission of the Institute is to 
provide opportunities to the next generation for considering 
whether to bring back something lost through education and 
research with “arboricultural mindset”.

The ARI was established in 1943 on a newly purchased 
241.3ha land at Aono, Minamiizu, Shizuoka, to study tropical 
and sub-tropical trees for non-wood forest products. In 1944, 
about 0.6ha land at Kanou, Minamiizu, was leased where a 
large wooden greenhouse was built in 1947. In 1948, the offi ce 
was moved from Aono to Kanou, and a hot spring was struck 
(100ºC, 200L/min), which has been utilized for heating the 
greenhouse. At present, in the greenhouse which was renovated 
in 2009 (area 260m2, height 7m) and the experimental forest at 
Aono (total area 247ha), various plants are cultivated for non-
wood forest products and educational programs are provided 
using such plants. In 2021, Shimogamo-ryo lodging facility was 
transferred to the Institute’s control.

2. Location, Geography and Climate
The laboratory and offi ce are located at Kanou, Minamiizu, 

Shizuoka, at the southern end of the Izu peninsula. Kanou area 
is about 12km away from Izukyu-Shimoda station, and it takes 
about 25min by bus from the station to the nearest bus stop 
and another 3min on foot. The Aono fi eld station is 8km away 
from the Kanou offi ce.

Geologically, the Aono forest area consists of the Shirahama 
stratum of the Miocene and brown forest soils dominate. The 
forest area, with an altitude ranging from about 100 to 500m, 
is topographically steep and complex. At the Aono weather 
station, annual mean temperature and precipitation over 
the last 10 years (2006-2015) were 15.4 ºC and 2,391mm, 
respectively. The average number of days when the temperature 
dropped below zero in each year was 23.3. It rarely snows.

3. Characteristics of the Forest
The forest of ARI is located in the warm-temperate evergreen 

broad-leaved forest zone, and thus chinquapin and oak 
potentially dominate. The forest is a former coppice forest, 
which was abandoned around 1960. Most of our forest area 
is occupied by Castanopsis cuspidata, Quercus glauca, Q. 
salicina, Neolitsea sericea, N. aciculata, Camellia japonica, 
and Cinnamomum japonicum. In gap areas, deciduous broad-
leaved trees are found, such as Q. serrata, Prunus speciosa, 
P. jamasakura, Rhus succedanea, Alnus sieboldiana, Swida 
controversa, Mallotus japonicus, and Zanthoxylum ailanthoides. 
In the lower story of the forest there are abundant Eurya 
japonica. Ferns such as Arachniodes standishii, Gleichenia 
japonica, and Pteris wallichiana, and shrubs or under-shrubs 
such as Maesa japonica, Rubus buergeri, Ardisia japonica, 
and Damnacanthus indicus are typical species on the forest 
fl oor. There had been abundant Aucuba japonica until around 
2007, but since then it has been largely reduced by sika deer 
browsing.

Of the Aono experimental forest area, 23.0% is occupied 
by plantations of conifers such as Cryptomeria japonica and 
Chamaecyparis obtusa, and 27.6% by plantations of useful 
broad-leaved trees including camphor tree (Cinnamomum 
camphora), Eucalyptus species, and tung trees (Aleurites fordii 
and A. cordata). A plantation of 110-year-old or older C. 
camphora covers an area of 48ha, whereas other man-made 
forests are 65 years old or younger.

4. Facilities
About 250 tropical and subtropical plants are cultivated 

and exhibited in the greenhouse, where educational programs 
can be demonstrated utilizing familiar tropical plants such as 
coffee, cacao, vanilla, and cassava.

Shimogamo-ryo lodging facility is planned to be used for 
academic educations and social contribution activities.

5. Education
① Fieldwork Seminar

ARI has been focusing on fi eldwork seminars for students of 
the junior division of the College of Arts and Sciences, which 
is designed to have students think deeply about common 
problems involving abandoned bamboo forests and former 
coppice forests through active learning programs.  In addition, 
superficially well-known plants such as cacao and cassava 
are highlighted to provide students with a chance to imagine 
producing areas of such plants.

②  Practical Training (International Sustainable Agriculture 
Development, Faculty of Agriculture)

Programs are provided for learning basic forest survey 
technique, forest management, and forest succession prediction 
through practice of stand volume estimation and vegetation 
survey in the camphor tree plantation.

6. Research
Ten Eucalyptus species have been selected for good growth 

performance through fi eld adaptation tests over several decades 
and ARI is now raising new plantations of the selected species, 
comprising about 100 individuals for each species, to assess 
forest productivity thereof. In a collaborative study on fast 
growing trees, several mature eucalyptus wood samples were 
tested for their material and physical properties.

In the camphor tree plantation, a 20 x 20 m square clear-
cut plot was installed when the stand age was 100 and 
regeneration and succession processes have been observed.

As for cacao, phenological studies of fl owering and fruiting 
and assessment of fruit productivity are ongoing.

Novel and easy curing method for vanilla fruits is currently 
under development, aiming at producing high quality vanilla 
beans.

In collaboration with a traditional crafts organization in 
Okayama, tung trees are tested for tung oil and polishing 
charcoal production.

7. Extension
A cooperation agreement with Minamiizu was signed in 

2018, for promoting regional agriculture and forestry and the 
University’s education and research activities. In 2019, based 
on the agreement a meetup was held for local children with 
university-authorized athletic club students. Financial support 
for our institute is possible through hometown tax donation 
program. In addition, in cooperation with adjacent Shimoda 
city, open seminars for residents are held at regular intervals.
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農学部（弥生）キャンパスに設置
されている教育・社会連携センタ
ーでは、演習林所属学生の教育、
演習林の社会連携に関する業務を
行っています。教育については、
次世代の森林・環境・林業を担う
人材育成の拠点となっています。
演習林所属学生は、基本的に、本
センターを勉学・研究の拠点とし
て活動しています。週に一度のセ
ンター主催のゼミ、月に一度の演
習林全体で行う演習林ゼミを行い、
学生や教員は研究の計画や進捗状
況などを報告しながら、活発で幅
広い議論を行っています。最近で
は、アジアを中心に各国から受け
入れた留学生が全体の約半数を占
めています。また、外国人教員や
インターンシップ生の受け入れな
ども多くなり、国際色豊かな学び
の場となっています。社会連携に
ついては、社会連携委員会と連携
して演習林の社会連携活動を支援
しています。特に、アウトリーチ
部門として、ホームページ、広報
誌「科学の森ニュース」、学術誌「演
習林報告」「演習林」などの編集や
出版に関する業務、演習林出版局
に関する業務などを行っています。

The education and extension center 

(EEC) at Yayoi campus perform 

education for students belonging to 

University of Tokyo Forests (UTFs) and 

extension activities of UTFs. For the 

education, the center plays the role on 

developing human resources that 

grow and support future forests, 

environments, and forestry. Growing 

numbers of international students, 

visiting researchers, and internship 

students from overseas contribute 

global perspectives in the center. In 

addition, the EEC support extension 

activities of UTFs in cooperation with 

the related committee. The EEC plays 

an important role for editing and 

publishing public relation magazine 

“The University of Tokyo Forests 

News”, academic journals “Bulletin of 

the University of Tokyo Forests.” and 

“Miscellaneous Information of The 

University of Tokyo Forests”. The EEC 

also manages books and publications 

as the University of Tokyo Forests 

Press. 

写真 2　センターゼミで発表するインターンシップ生
週に 1 回行われるセンターゼミおよび月に 1 回行われる演習林ゼミでは、学生や教員による研究発表が
行われ、活発に意見が交換されている。
Photo 2   Internship students present their work in the weekly seminar
We hold a weekly and monthly, presenting the research by students and teachers.

写真 1　調査研究
演習林所属学生による調査研究（千葉演習林・ダケカンバ産地試験林）
Photo 1   Research 
Research by students belonging to Education and Extension Center. (UTCBF, Betula ermanii provenace trial)
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フィールドデータ研究センター
近年、演習林では、広く整備公開

されているオープンデータや蓄積
してきた長期観測データを活用す
る研究や、フィールドにおいてネ
ットワークや情報機器を活用して
データ取得を行う研究など、新し
い情報技術を活用したさまざまな
研究教育活動が行われています。
そのような変化に対応するため、
専門的にデジタル情報を取り扱う
組織として、2021 年度にフィール
ドデータ研究センター（FDRC）が
新設されました。FDRC は、演習
林のフィールドとデータのデジタ
ルトランスフォーメーション（DX）
を通じて、新しい方法で研究教育
の高度化を推進することを目指し
ています。そのため、FDRC では、
フィールドデータに適した情報処
理技術の開発、フィールドにおけ
るデータ取得技術の開発や、フィ
ールドデータの社会における役割
や社会にもたらす影響に関する研
究など、幅広い分野にわたって研
究に取り組んでいます。これらの
研究を進めるために、デジタル情
報を取り扱う学内外の組織との連
携にも取り組んでいます。

また、FDRC では、演習林のフィ
ールドデータを高度に活用した幅
広い研究教育活動を支援するため、
オープンなデータ公開プラットフ
ォームの構築を進めています。デ
ジタル化されていない演習林の情
報資産、例えば図面・写真・現物
資料・記録文書・業務文書などの
学術資料の保全およびデジタル化
を支援することも重要な役割です。
さらに、従来の講義や実習をデジ
タル化することに加えて、ネット
ワークに繋がったフィールドおよ
びデータを活用した新しい形の教
育活動を支援していきます。例え
ば、従来は教室で行っていた講義
をフィールドで行うことや、教室
においてフィールドでの体験的な
学習を行うデジタル技術の導入が
挙げられます。そして、演習林の
フィールドとデータの DX によっ
て、管理業務の効率化を図り、演
習林の研究教育活動の包括的な支
援を行っていきます。

In recent years, various research and 

educational activities using novel 

information technologies have been 

conducted in the University of Tokyo 

Forests (UTF), such as research that 

utilizes open data that is widely 

available to the public and long-term 

observation data that has been 

accumulated, and research that utilizes 

networks and information devices to 

acquire data in the field. In order to 

respond to such changes, the Field Data 

Research Center (FDRC) was established 

in FY2021 as an organization that 

special izes in handling digi tal 

information. FDRC aims to promote the 

advancement of research and education 

in new ways through the digital 

transformation (DX) of field and data in 

UTF. To this end, FDRC is engaged in 

research across a wide range of fields, 

inc luding the development o f 

information processing technologies 

suitable for field data, the development 

of data acquisition technologies in the 

field, and research on the role of field 

data in society and its impact on society. 

To promote this research, FDRC is 

collaborating with organizations both 

inside and outside the university that 

deal with digital information.

FDRC is also building an open data 

release platform to support a wide range 

of research and educational activities 

that make advanced use of field data 

from UTF. Another important role of 

FDRC is to support the preservation and 

digitization of information assets of UTF 

that have not been digitized, such as 

drawings, photographs, physical 

materials, archival documents, 

management documents, and other 

academic materials. Furthermore, in 

addition to digitizing conventional 

lectures and practical training, FDRC 

will support new forms of educational 

activities that utilize networked fields 

and data. For example, lectures 

traditionally given in classrooms can be 

given in the field, and digital technology 

can be used in classrooms to provide 

virtual field experiential learning. In 

addition, the DX of the field and data of 

UTF will improve the efficiency of 

management operations and provide 

comprehensive support for research and 

educational activities in UTF. 

図　フィールドデータ研究センターの役割
Fig. Roles of Field Data Research Center
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千葉演習林 
The University 

of Tokyo 
Chiba Forest

北海道演習林 
The University 

of Tokyo 
Hokkaido Forest

秩父演習林 
The University 

of Tokyo 
Chichibu Forest

田無演習林 
The University 

of Tokyo 
Tanashi Forest

生態水文学研究所 
Ecohydrology 

Research 
Institute

富士癒しの森研究所 
Fuji Iyashinomori 

Woodland 
Study Center

樹芸研究所 
Arboricultural  

Research 
Institute

創設年　 
Foundation 1894( 明治 27) 1899( 明治 32) 1916( 大正 5) 1929( 昭和 4) 1922( 大正 11) 1925( 大正 14) 1943( 昭和 18)

所在地 
Address

千葉県鴨川市
天津 770 
Amatsu 770, 
Kamogawa 
Chiba

北海道富良野市
山部東町 9-61 
Yamabe-higashi
machi 9-61, 
Furano, Hokkaido

埼玉県秩父市
日野田町 1-1-49 
Hinoda-machi 
1-1-49, 
Chichibu, 
Saitama

東京都西東京市
緑町 1-1-1 
Midori-cho 1-1-1, 
Nishi-Tokyo, 
Tokyo

愛知県瀬戸市
五位塚町 11-44 
Goizuka-cho 
11-44, Seto, 
Aichi

山梨県南都留郡
山中湖村山中
341-2 
Yamanaka 341-
2, Yamanakako, 
Minami-Tsuru-
gun, Yamanashi

静岡県賀茂郡
南伊豆町加納
457 
Kanou 457, 
Minami-Izu,
Kamo-gun, 
Shizuoka

土地面積 
Area(ha) 2,169 22,717 5,812 8 1,294 40 247 

標高 
Altitude(m) 50-370 190-1,459 530-1,990 60 2-692 990-1,060 10-520

気候帯 
Climate Zone

暖温帯 
Warm 
Temperate

冷温帯 / 亜寒帯 
Cool Temperate/
Subarctic

冷温帯 
Cool  
Temperate

暖温帯 
Warm 
Temperate

暖温帯 
Warm 
Temperate

冷温帯 
Cool  
Temperate

暖温帯 
Warm 
Temperate

年平均気温(℃) 
Annual mean 
temperature

14.1 6.6 11.7 14.9 13.0 9.9 15.4 

年降水量 (mm) 
Annual 
Precipitation

2,521 1,196 1,481 1,544 1,840 2,355 2,391

教育・実習 
Education/
Practice

森林科学基礎実
習、生圏システ
ム学持論、地質
学、 総 合 科 目、
全学体験ゼミナ
ール

森林科学総合実
習、全学体験ゼ
ミナール

森林科学基礎実
習Ⅲ、バイオマ
ス科学・森林科
学実習、森圏管
理学実習、全学
体験ゼミナール

森林科学基礎実
習、全学体験ゼ
ミナール、緑地
環境実地実習

測量学、森林保
全学、総合科目、
全学体験ゼミナ
ール

環 境 設 計 演 習、
森林科学基礎実
習Ⅲ、森林科学
基礎実習Ⅳ、森
林 政 策 学 演 習、
総合科目、全学
体験ゼミナール

全学体験ゼミナ
ール、森林実習

主な研究テーマ 
Main research 
themes

• スギ・ヒノキ人工
林の施業・管理

• 暖温帯生態系の
動態および保全

• 林木育種と増殖
技術の確立

• 北 方 針 広 混 交
林 帯 に お け る
森 林 生 態 系 の
持 続 的 ・ 順 応
的 管 理 に 関 す
る研究

• 冷 温 帯 森 林 生
態 系 に 関 す る
研究と教育

• 都 市 林 の 計 画
に関する研究

• 都 市 林 の 管 理
に関する研究

• 都市林の利活用
に関する研究

• 森 林 生 態 系 の
水・物質収支・
素過程・機構の
研究

• 森 と 水 と 人 の
関係の研究

• 森 林 の 生 態 系
サ ー ビ ス に 関
する研究

•「 癒しの森」の森
林管理

•「 癒しの森」にお
ける資源化・資
源活用

•「 癒しの 森 」を
めぐるソーシャル
デザイン

• 南伊豆における
ユーカリ林業の
可能性の総合的
検討

• 二 次 代 謝 成 分
を 多 く 含 み 獣
害 に 強 い 樹 種
に よ る 森 林 資
源 再 生 産 シ ス
テムの確立

公開講座等 
Open seminars, 
etc.

一般公開、高校
生のための森と
海 の ゼ ミ ナ ー
ル、市との連携
による体験活動

公 開 セ ミ ナ ー、
大麓山ハイキン
グ登山会、神社
山自然観察路一
般公開

公開講座
（年 2 回）

子ども樹木博士
認定会、休日公
開、各種公開講
座

県・市との連携
によるシンポジ
ウム、ワークシ
ョップ

「癒しの森」づ
くりに関する公
開講座

公開講座（自然
観察・体験学習
等）
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利用案内 利用を希望される方は、利用申込書（各地方演習林ごとの規定用紙）を
下記利用の窓口へ提出してください。
利用申込書は地方演習林のウェブサイトからダウンロードすることができます。

企画部／教育・社会連携センター フィールドデータ研究センター

〒 113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1 東京大学農学部 1号館 116 号室　TEL 03-5841-5497　FAX 03-5841-5494
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/
アクセス　東京－（東京メトロ丸の内線）－後楽園－（東京メトロ南北線）－東大前－（徒歩 5分）－

企画部／教育・社会連携センター／フィールドデータ研究センター

千葉演習林
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
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chiba/
アクセス　電車：東京－（JR外房線　2～ 3時間）－安房天津－（徒歩 5分）－天津事務所
　　　　　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

北海道演習林
利用の窓口

北海道演習林山部事務所　〒 079-1563 北海道富良野市山部東町９番 61号　TEL 0167-42-2111　FAX 0167-42-2689 
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/hokuen/
アクセス　旭川空港－（バス）－富良野－（JR根室本線）－山部－（徒歩 5分）－山部事務所

秩父演習林
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
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu/
アクセス　池袋－（西武池袋線特急）－西武秩父－（徒歩 7分）－秩父演習林事務所

田無演習林
利用の窓口

田無演習林教職員室　 〒 188-0002 東京都西東京市緑町 1-1-1　TEL 042-461-1528　FAX 042-461-2302
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/tanashi/
アクセス　池袋－（西武池袋線）－ひばりヶ丘－（バス）－六角地蔵尊前－（徒歩 5分）－田無演習林教職員室
　　　　　高田馬場－（西武新宿線）－田無－（バス）－六角地蔵尊前－（徒歩 5分）－田無演習林教職員室

生態水文学研究所
利用の窓口

生態水文学研究所五位塚事務所　〒 489-0031 愛知県瀬戸市五位塚町 11-44　TEL 0561-82-2371　FAX 0561-85-2838
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/eri/
アクセス　名古屋－（JR中央本線）－大曽根－（名鉄瀬戸線）－尾張瀬戸－（バス）－五位塚－（徒歩1分）－五位塚事務所

富士癒しの森研究所
利用の窓口

富士癒しの森研究所事務所　〒 401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中 341-2　TEL 0555-62-0012　FAX 0555-62-4798
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/fuji/
アクセス　 電車：東京－（JR中央線）－大月－（富士急行）－富士山駅－（バス）－山中湖村役場前－（徒歩 3分）－富士癒

しの森研究所事務所　バス：新宿－（中央高速バス）－山中湖村役場前－徒歩 3分－富士癒しの森研究所事務所

樹芸研究所
利用の窓口

樹芸研究所加納事務所　〒 415-0304 静岡県賀茂郡南伊豆町加納 457　TEL 0558-62-0021　FAX 0558-62-3170
ウェブサイト　https://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/jyugei/
アクセス　 東京－（JR東海道線）－熱海－（JR伊東線）－伊東－（伊豆急行線）－伊豆急下田－（東海バス）－加納－（徒

歩 3分）－加納事務所
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