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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

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.

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

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 vitisidaea, 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.

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。
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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.

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
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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

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

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 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 forests, and the management plan is
determined for each forest stand.

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

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.

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。

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.

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。
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1. History and Summary
The University of Tokyo Hokkaido Forest (UTHF) was established 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 involved 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 Ishikari 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 mountain 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 Hidaka 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
stratified 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 precipitation 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 flat 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 sachalinensis 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 identified within the UTHF. Other predominant
tree species include Tilia japonica, Acer pictum, Betula maximowicziana, Quercus crispula, and Kalopanax septemlobus.
4. Facilities
The base facilities of the UTHF include the Yamabe Office,
lodging facilities, an arboretum and a nursery in the Yamabe
area of Furano City, and a seminar house and a forest museum in the Rokugo area. The Yamabe Office functions as the
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headquarters for education, research, and administration,
and is equipped with a lecture room and laboratories. The Arboretum 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 accommodation facilities.
5. Education
The UTHF is used for undergraduate studies with the Faculty of
Agriculture and graduate studies of the Graduate School of Agricultural and Life Sciences, the University of Tokyo. It is also used
in higher education with other universities, in general and secondary education with the College of Arts and Sciences, the University of Tokyo, and for field 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 research fields 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 include: dynamics and regeneration of natural forests, ecological
genetics and genetic conservation of major tree species, wildlife biology, description and monitoring of biodiversity, and
responses of forest ecosystems to climate change.
The Forest Management research area aims to verify and exemplify 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: scientific
and technical reinforcement of the stand-based forest management system, regeneration and nurture techniques to rehabilitate natural forests, management and silvicultural techniques
for high-value hardwoods, treatments for promoting regeneration in secondary forests after fire, silvicultural techniques for
plantation forests , efficient 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 broadleaved mixed forest.
In addition, the UTHF is actively used as a research field 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 forest 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 elementary 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.

８．その他
森の力を持続させる～東大北海
道演習林の林分施業法～
東京大学北海道演習林では、
「林
分施業法」という独自の方法で天然
林を管理しています。林分施業法で
は、樹木の密度や種類・大きさ、天
然更新の良否などでいくつかの森林
タイプ（林種）に区分し、伐採や造
林（施業）は各林種の林分状況に応
じて行います（図 1）
。再生可能な
木材資源を利用する経済的機能と森

林生態系の環境保全機能とを調和・
発揮させる森林管理の方法として、
国内外で高い評価を受けています。
写真 11 は一見、手つかずの森のよ
うですが、実は過去 60 年間に計 6 回
の択伐
（抜き伐り）
が行われています。
10 ～ 15 年に一度、森林蓄積（森林
を構成する樹木の体積）の 7 ～ 17%
に相当する量の樹木が伐採されてき
ました。1969 年の森林蓄積は、1ha
当たり 301 ㎥でした。それが 2018 年
の調査では 417 ㎥と、くり返し伐採

図 1 林種区分図（51 林班）。
Fig 1 Stand classification map (Compartment No.51).

されてもなお森林蓄積は増えていま
す（図 2）
。適度な伐採により林内の
光環境が良くなり、樹木の更新や成
長が促されたためだと考えられます。
林分施業法は多様で複雑な森林
を持続的、順応的に管理するのに
有効な方法といえます。森林生態
系に関する科学知の蓄積とともに、
森林管理の経験知を持つ演習林職
員の存在（写真 12）と、先進的な
空間情報技術の活用が林分施業法
の実践を支えています。

写真 11
くり返し択伐が行われた天然林（51 林班）。この林分の蓄積推移は図 2 の
天然林施業試験地 (P5137) を参照。
P h o t o 11 A n a t u r a l f o r e s t m a n a g e d u n d e r t h e s e l e c t i o n s y s t e m
(Compartment No.51).

* 直前の成長率をもとに推定した値
** 風害直後に行った被害木調査の結果と直前の成長率をもとに推定した値
*** 風倒木の処理が実行された

図2
51 林班の択伐林（試験地 5137）における森林蓄積の推移。1927 年以降
無伐採である無施業林（試験地 5146）の推移も参考のために示した。
Fig 2 Development of growing stock at a selection stand (Plot No.5137,
Compartment No.51) and an unmanaged stand (Plot No.5146, Compartment No.108).

写真 12 タブレットを用いて現場でデータ入力を行う。
Photo 12 Data entry is done in the field using tablets.
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利用案内
利用上のご注意
調査・研究、実習・演習や研修等の目的でご利用いただけます。
入林に際しては目的によらず事前の利用申込が必要です。
利用申込書を北海道演習林庶務チーム（山部事務所）まで提出してください。
利用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。
なお申込内容によっては対応できない場合もありますのでご了承ください。

宿泊施設
宿泊施設名 北海道演習林 山部宿泊施設
定員 12 名
食事 なし 自炊可
宿泊施設名 北海道演習林 セミナーハウス
定員 32 名
食事 あり
冬期間（11 月− 4 月）閉鎖
所在地およびアクセス
山 部 ･････ 事務所、山部宿泊施設
〒 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
アクセス
○旭川空港−（ふらのバス ラベンダー号 1 時間）−富良野駅−（JR 北海道 15 分 又は、ふらのバス 30 分）−山部駅・
山部（山部駅前）バス停−（徒歩 5 分）−山部事務所
○札幌駅−（JR 北海道 又は、中央バス 2 時間半程度）−富良野駅−（JR 北海道 15 分 又は、ふらのバス 30 分）−
山部駅・山部（山部駅前）バス停−（徒歩 5 分）−山部事務所
樹木園 ･････ 見本林と苗畑
〒 079-1582 北海道富良野市字山部第一苗圃
TEL 0167-39-6017 FAX 0167-39-6017
アクセス
山部（山部駅前）バス停−（ふらのバス 10 分）−苗圃（びょうほ）バス停−（徒歩 1 分）−樹木園
麓 郷 ･････ セミナーハウス、森林資料館、学習室
〒 076-0161 北海道富良野市麓郷市街地 1
TEL 0167-42-2111 FAX 0167-42-2689（山部事務所）
アクセス
富良野駅−（ふらのバス 40 分）−麓郷バス停−（徒歩 5 分）−セミナーハウス

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林
〒 079-1563 北海道富良野市山部東町 9 番 61 号
TEL 0167-42-2111
ウェブサイト

FAX 0167-42-2689

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

E-mail：hokuen@uf.a.u-tokyo.ac.jp

表紙写真 初秋の樹海
演習林の最高峰大麓山 ( 標高 1,459 ｍ ) と十勝岳連峰を望む。初秋を迎え色づき始めた
様子から、夏緑広葉樹林と常緑針葉樹林が交わる北方針広混交林の姿が良くわかります。
Cover Photo Forest landscape in early autumn
A view of Mt. Dairoku mountainpeak at 1,459 m in the UTHF of the Tokachi mountain
range. Autumn foliage helps us observe the hemiboreal mixed forests with deciduous and
coniferous trees.

