
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

京大広報 No. 160

京都大学広報委員会

京都大学広報委員会. 京大広報 No. 160. 京大広報 1978, 160: 785-788

1978-06-01

http://hdl.handle.net/2433/209528

ファイル中には未許諾による非表示部あり.



1978. 6. 1 

No. 160 京都大学広報委 員 会

北海道演習林 （標 茶 区）の天然林

標茶区の天然林の主な樹種はミズナラ，ハノレニレ，ヤチタモ，ハリギリ，シナノキ，ダケカンパ，

ケヤマハンノキなどで針葉樹はみられなし、。これらの広葉樹材は建築材や家具，ベニヤ，パノレプな

どに用いられる 一一ー関連記事本文2ページ＜紹介＞一一
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く大学の動き＞
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定である。

創立記念式典

来る 6月18日に本学は創立81周年を迎える。 創

立記念式典は，18日が日曜日にあたるので，前日

の6月17日（土）午前10時から， 本学教職員のほ

か，名誉教授の臨席をえて，本部大ホーJレで行な

われる。当 日の式典では，木学勤続30年の職員53

名， 20年の職員69名が永年勤続の表彰をうける予

また，式典終了後にはこの日を祝し，名誉教授

懇談会が御率会館で，永年勤続者を囲んでの表彰

記念ノfーティが大ホールで行なわれる計画であ

る。

なお，このほか，本年度の創立記念日行事とし

て， 6月19日には音楽会が，同22日には講演会が

それぞれ開催される。

昭和53年度創立記念日行事の開催

本学では，創立記念日（ 6月18日）を祝し講演会，音楽会を以下のとおり 開催いたします。

本学教職員，学生の来聴を歓迎します。

続演会
いま にし tん じ

講師今西錦司（京都大学名誉教授）

（略歴）
1902年生まれ。1928年京都大学農学部卒業。1933

年京都大学理学部講師。 1955年カラコラム ・ヒ ンズ
ー夕、ン学術探検隊員。1959年京都大学人文科学研究
所教授。1962年京都大学理学部教授を併任。1965年
京都大学停年退官ののち岡山大学教授。 1967年岐阜
大学長就任。 1972年勲二等瑞宝章を受章。同年文化
功労者に選ばれる。1973年岐阜大学長退任。1974年

京都大学名誉教授。理学博士。

演題

進化論さまざま

日 時 昭和53年 6月22日（木）午後2時

場所 京都大学法経第三教室

音楽会
あぺ ぞずし

演奏者阿部 精（バイオリニスト）

（略歴）

1941年生まれ。 1960年東京芸術大学入学。ヘンリ
ー・ホノレスト教授に師事。大学院修士課程修了。
1965年京都市交響楽団コンサートマスタ ー。1966年
大阪フィルハーモニー交響楽団コ ンサートマスタ
ー。1973年コベ、ノハーゲン，ハンブノレグにて演奏会
を開催。現:tEヨーロッパを中心にソリストとして活

躍中。

く組介〉

農学部附属演習林

良学部附属演習林は，林学に関する学科の教育

研究に必要な施設として大正13年に設置された。

それより以前，明治の終りから大正の初めにか

けて，台湾，朝鮮および樺太に，また大正10年に

は京都府北桑田郡知井村（現芦生演習林）にそれ

ぞれ演習林が設けられており，これらの山林は毘

学部附属演習林の設置と共に各地方演習林として

演奏者 大阪テ レマンアンサンフツレ

（略歴）
1963年バロック音楽のアンサンフツレとして誕生。

1966年， 1973年大阪文化祭賞， 1975年音楽クリティ
ッククラブ貧，同年大阪府民劇場奨励賞，1976年文
化庁芸術祭優秀賞をそれぞれ受賞。

演奏曲目

テレマン トリオソナタ ニ短調

ピパJレディ ソプラニーノリコーダー協

奏曲

アノレピノーニ オーボエ協奏曲 ニ短調

作品 9の2

ビパJレディ 四季

日時 昭和53年6月19臼（月）

午後6時開演

場所 京都府立勤労会館

入場無料

京都市中京区烏丸通丸太町下ノレ

（市ノイス 烏丸丸太町下車）

備考 1）職員証または学生証を持参して

くださし、。

2）定員 1,300名先着順とします。

（学生部）

統括されることになった。終戦と共に海外の演習

林を失い，現在は 3つの地方演習林と 4つの試験

l也を有している。教職員は 104名で，そのうちお

よそ 3分の 2が各地方演習林，試験地に勤務して

いる。

まず最も面積の大きい芦生演習林は，京都府と

福井県，滋賀県の県墳に近い北桑田郡美山町芦生

の由良川の源流地域にあり，面積は 4,189 haで，

演習林として地上権が設定されている。大学から

約80回と比較的近いため，研究や学生実習に最も
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よく活用されている。冬期は深い積雪におおわれ

裏日本的な気候をしめし，主にスギと広葉樹の混

った天然生林で，地物の種類は特に登’／，＼である。

人工造林や天然林施業の試験研究を中心に択伐な

どの作業を加えてきた面積は全体の 3分の lに及

び，その成果について調査が継続されている。ま

た林道網の拡充とともに，森林の生産力を継続的

に充分活用出来るような集約的な作業法による択

伐林の育成を目指し，総合的な研究と実践が続け

られている。

次に，北海道東部の広大な根釧原野の西北部，

標茶町にある北海道演習林は，昭和24年に設置さ

れ，面積は 1,443 haで、全域が天然生広葉樹林で－あ

った。設置後，より価値の高い森林を育成するた

めに，種々の樹種を導入して人工林育成の研究が

行なわれ，現在までに約 350加の造林が行なわれ

てきた。

この地方は冬期に積雪が少なく 北西季節風が吹

き，最低気温は－30・Cに下ることもある。そのた

め樹木が寒さの害を受けることが多く ，これに耐

えるような樹種や造林方法に関する研究が行なわ

れている。また標茶町の南西約 100kmの白糠町に

880 加の白糠区があり，人工林約 100haの他は，

ほとんど全域がトドマツと広葉樹の混った天然林

で，択伐林の育成を目的にした林木の生長解析や

天然更新に関する研究など研究課題の豊富な森林

である。

和歌山演習林は有田川の支流，湯）I¥) I＼の源流地

上賀茂試験地に展示されているスギの内板（樹令
220年， 長径2m，短径 1.6 m）一昭和9年の室戸
台風で但lされた上賀茂神社林木一

言ト 報

人文科学研究所吉原博文会計掛長逝去

高田亮平名誉教授（元工学部教綬）逝去

井島勉名誉教授（元文学部教筏）逝去

旧演習林本部事務室（本学北部熔内昭和6年11月
鍛工）

域にあり，演習林として地上権が設定されている。

地形は急、で面積は 851haあり，その約半分はス

ギと ヒノキの人工林で，造林技術や保育に関する

研究が行なわれている。一部にはモミ ・ツガの天

然林があり学術的に価値が高く ，重要な研究対象

のーっとなっている。

試験地は，北部構内（1.2 ha），京都市上賀茂

(51加），和歌山県白浜町（64ha），徳山市（43ha)

にある。

北部構内の実験苗畑には 370種の内外産樹木が

育成され研究や学生実習に使われており，苗畑で

は造林用や造園周樹木，花木類などの育成と育種

などの研究が行なわれている。

上賀茂試験地は内外産樹木約 1,000種が収集さ

れその中にはマツ類80種，タケ ・ササ類90種，シ

ャクナゲ ・ツツジ類80種などがあり育種などの研

究に重要な役割を果している。

白浜試験地は海岸近くにあり気候が温暖で．ア

カシヤやユーカリ類などの育成試験が行なわれて

いる。

徳山試験地は昭和41年に開設された最も新しい

試験地で，ヒノキ林の保育，マツ類の造林，天然

生常緑広葉樹林の動態などが研究されている。

以上各地方演習林，試験地の紙略について説明

したが，演習林では林学や林産工学のみならず，

広く多方面の研究や実習の場として利用出来るよ

う設備の充実や環境の整備に努力が続けられてい

る。なお，演習林の本部は良学部本館北棟の東端

におかれているので，地方演習林の詳細等につい

てはここに照会されたい。 （農学部附属演習林）

5月16日 基礎物理学研究所前田佳亮会計掛長逝去

5月22日 西村秀維名誉教授（元工学部教授）逝去
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