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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.



4

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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8. その他
１）�林業遺産：日本近代砂防の祖・
諸戸北郎博士の設計による渓
間工事建造物群

　愛知演習林（現・生態水文学研究
所）は明治〜昭和初期に西日本を中
心に全国各地に広がっていた「はげ
山」修復を目的に設立されました。
当時の山林荒廃や水害多発は国家的
課題の一つとされ、この課題に向き
合ったのが、近代砂防工学の祖であ
る諸戸北郎博士（東京帝国大学教授）
です。諸戸博士は、オーストリア・
フランス留学で得た知見を日本の国
情に合った理論的技術として体系化
し、その普及と人材育成に多大な貢
献をしました。諸戸博士の最も有力
な実験フィールドであったのが愛知
演習林でした。
　その中でも 1930 年代に大畔地区
で実施された砂防工事は、全国に
広がる小規模渓流への適用を目指
したモデル的事業と位置づけられ
ます。このため、農商務省等が主
催した「荒廃地技術講習会」や大
学の実習においては、大畔地区で
の現地見学が組み込まれていまし
た。現在の犬山の森は、諸戸博士
による砂防工事や、その後の愛知
演習林による研究や砂防工事によ
って再生されたものです。

　2017 年度には、諸戸博士の砂防
工学体系を具現したことや、多く
の技術者の養成に貢献したとして

「日本近代砂防の祖・諸戸北郎博士
の設計による渓間工事建造物群」
が、日本森林学会の「林業遺産」
に登録されました。

２）生態水文学研究所アーカイブズ
　生態水文学研究所が、1922 年の
設立以来保管してきた資料や写真、
約 4000 点を生態水文学研究所アー

カイブズとしてホームページで公
開しています。生態水文学研究所
で行われてきた砂防・緑化工事や
量水・気象観測、学生実習の写真
の他、近隣地域の写真も多く含ま
れており、学術的資料としてだけ
でなく、劇的に変化した尾張東部
丘陵付近の当時の地域のすがたを
見ることが出来ます。

図 4　渓間工事建造物群位置図
認定対象 : コンクリート放水路付土堰堤、鉄線蛇籠堰堤× 17、土堰堤、橋梁× 2（跡地含む）

写真 5　1951 年の犬山研究林 10 林班

写真 6　2020 年の犬山研究林 10 林班 写真 8　生態水文学研究所アーカイブズ web サイト

写真 9　城東村砂防工事位置図（昭和初期作成）

写真7　コンクリート放水路付土堰堤（1929年撮影）



　生態水文学研究所を利用するには、事前に利用申込書と利用者名簿を提出して許可を得ていただく必要があります。
なお、利用内容によってはご希望に添えないこともありますが、ご了承ください。宿泊を希望される場合は、宿泊の可否につ
いて、申込書を提出する前に必ずお問い合わせください。申込書はウェブサイトからダウンロードすることができます。

 利用の窓口
生態水文学研究所　五位塚事務所・研究室

〒 489-0031　愛知県瀬戸市五位塚町 11-44 
TEL 0561-82-2371　FAX 0561-85-2838
アクセス　 名古屋−（JR 中央本線 11 分）−大曽根−

（名鉄瀬戸線 25 〜 35 分）−尾張瀬戸−（バス 10 分）−
五位塚−（徒歩 1 分）−五位塚事務所

 宿泊施設
宿泊施設名　生態水文学研究所　赤津宿泊施設

定員 30 名　※講義室収容人数 36 名（机を使用する場合） 
食事 なし（自炊可）※場合により食事をつけることも可能 
〒 489-0014 愛知県瀬戸市北白坂町 1-1 　TEL 0561-21-1185 
アクセス　尾張瀬戸−タクシー−赤津宿泊施設

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所
■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
■赤津宿泊施設 〒 489-0014　愛知県瀬戸市北白坂町 1-1 TEL 0561-21-1185

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

利用案内

表紙写真
左上写真：赤津研究林見学ルート尾根　右上写真：赤津研究林見学イベント
左中写真：ヒトツバタゴ　　　　　　　右中写真：春の五位塚事務所
下 写 真：東山量水堰

赤津宿泊施設への行き方（県道 33 号線を藤岡方面へ。左側の看板が入り口の目印です。）

事務所・研究林の所在地


