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新区画ID 面積 ゾーニング 旧小班 旧植栽木 旧植栽年 2013年現況 旧区分 過去の試験地設定 備考
BLD-1 0.0415 建物 （管理棟）
BLD-2 0.0512 建物 （宿泊棟）
BLD-3 0.0274 建物 （実験棟）
BLD-4 0.0087 建物 （車庫2）
BLD-5 0.0119 施設エリア （旧ハウス跡）
BLD-6 0.0167 建物 （車庫1）
BLD-7 0.0141 建物 （車庫3）
NI-01 0.0713 施設エリア ぬ （砂利道） 除地 （砂利道）
NI-02 0.0626 草花ゾーン ぬ イチイ・モミ・スト 除地
NI-03 0.0549 草花ゾーン ほ3 イチイ＞モミ 機能増進区
NI-04 0.1460 森の食ゾーン と4 カラマツ 1986/1987 カラマツ 防風林 カラマツ心腐病接種試験地
NI-05 0.0616 草花ゾーン ほ3 （苗圃） （草地） 機能増進区 構造材料老化試験地
NI-06 0.0727 草花ゾーン ほ3 （苗圃） 低木・ススキ 機能増進区 構造材料老化試験地
NI-07 0.2339 草花ゾーン ほ3 （苗圃） （草地） 機能増進区 構造材料老化試験地
NI-08 0.0445 草花ゾーン ぬ ストローブ＞コメツガ 除地
NI-09 0.0445 草花ゾーン ぬ （草地） 除地
NI-10 0.1161 草花ゾーン ほ3 （苗圃） 低木・ススキ 機能増進区 構造材料老化試験地
NI-11 0.1294 草花ゾーン ほ3 （苗圃） ストローブ 機能増進区 構造材料老化試験地
NI-12 0.0567 見本林・保存林 に カラマツ 1957 カラマツ 防風林
NI-13 0.0764 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） ストローブ・低木 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-14 0.0433 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） イチイ 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-15 0.0430 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） カラマツ他 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-16 0.0659 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） カラマツ・シラカバ 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-17 0.0518 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） ミズナラ・ハルニレ 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-18 0.0360 見本林・保存林 ろ （苗圃） アカエゾマツ 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-19 0.0661 見本林・保存林 ろ （苗圃） シラカバ等 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-20 0.1772 薪炭林・若齢林 ほ3 （苗圃） ストローブ 機能増進区 構造材料老化試験地
NI-21 0.0542 見本林・保存林 に カラマツ 1957 カラマツ 防風林
NI-22 0.1069 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） （ススキ） 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-23 0.0484 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） ストローブ＞ミズナラ 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-24 0.0518 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） ミズナラ>ストローブ 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-25 0.0525 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） カラマツ 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-26 0.0540 薪炭林・若齢林 ろ （苗圃） ススキ＞低木 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-27 0.0647 見本林・保存林 ろ （苗圃） シラカバ>ストローブ 機能増進区 人工裸地植生遷移試験地
NI-28 0.0934 見本林・保存林 へ カラマツ 1958 落高＞カラマツ 防風林
NI-29 0.1250 見本林・保存林 ほ2 シラカバ 1959 シラカバ＞落高 経過観察区
NI-30 0.1866 見本林・保存林 ほ2 シラカバ 1959 ヤエガワカンバ他 経過観察区
NI-31 0.1271 見本林・保存林 ほ3 （苗圃） 落高＞カラマツ 機能増進区 構造材料老化試験地

付表1．八ヶ岳演習林事務所構内　新旧区画対照表（恵みの森区画番号－5林班小班番号）
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NI-32 0.0707 見本林・保存林 ほ3 （苗圃） カラマツ 機能増進区 構造材料老化試験地；金子
NI-33 0.0768 見本林・保存林 に カラマツ 1957 カラマツ 防風林
NI-34 0.2262 見本林・保存林 は2 （苗圃） カラマツ他 機能増進区 カラマツ心腐病接種試験地
NI-35 0.3227 見本林・保存林 は2 （苗圃） カラマツ・エンジュ 機能増進区 カラマツ心腐病接種試験地
NO-01 0.1009 防風林 ぬ カラマツ＞シラカバ 除地
NO-02 0.1275 防風林 ぬ ストローブ 除地
NO-03 0.3131 防風林 い カラマツ 1949/1958 カラマツ＞ストローブ 防風林
NO-04 0.3392 見本林・保存林 い カラマツ 1949/1958 カラマツ＞シラカバ 防風林
NO-05 0.1993 薪炭林・若齢林 は1 ストローブ 1978 ストローブ 防風林 植物寄生菌生態試験地
NO-06 0.1463 薪炭林・若齢林 は1 ストローブ 1978 ストローブ 防風林 植物寄生菌生態試験地
NO-07 0.0499 薪炭林・若齢林 に カラマツ 1957 カラマツ 防風林
NO-08 0.1501 薪炭林・若齢林 ほ1 ストローブ 1978 ストローブ 防風林
NO-09 0.0887 薪炭林・若齢林 ほ1 ストローブ 1978 ストローブ 防風林
NO-10 0.0514 見本林・保存林 ほ2 シラカバ 1959 ヤエガワカンバ他 経過観察区
NO-11 0.0394 見本林・保存林 ほ2 シラカバ 1959 シラカバ＞落高 経過観察区
NO-12 0.0474 薪炭林・若齢林 へ カラマツ 1958 落高＞カラマツ 防風林
SI-01 0.3775 施設エリア と3 （砂利道） 除地 微気象観測地
SI-02 0.0526 施設エリア と3 （草地） 除地 駐車場予定地
SI-03 0.3637 森の食ゾーン と1 カラマツ・アカマツ 1970/1971 ストローブ＞カラマツ 経過観察区
SI-04 0.1899 森の食ゾーン と3 カラマツ 除地
SI-05 0.1270 森の食ゾーン と5 カラマツ 不明 カラマツ 経過観察区
SI-06 0.4487 森の食ゾーン と3 （草地） 除地
SI-07 0.0913 森の食ゾーン ち2 カラマツ 1957 カラマツ 防風林
SI-08 0.3631 森の食ゾーン ち2 カラマツ 1957 カラマツ 防風林
SI-09 0.0249 見本林・保存林 り4 （天然林） イチイ 天然林 植物遺伝子資源保存試験地
SI-10 0.0288 見本林・保存林 り4 （天然林） ウウラジロモミ 天然林 植物遺伝子資源保存試験地
SI-11 0.0474 見本林・保存林 り4 （天然林） 針葉樹 天然林 植物遺伝子資源保存試験地
SI-12 0.1007 見本林・保存林 り4 （天然林） チョウセンゴヨウ 天然林 植物遺伝子資源保存試験地
SI-13 0.2341 薪炭林・若齢林 り2 カラマツ 1967-1970 カラマツ 防風林 クリタケ栽培試験地
SI-14 0.5217 見本林・保存林 ち7 （天然林） 落高＞カラマツ 天然林 サクセッション試験地
SI-15 0.0731 湿生植物ゾーン ち7 （天然林） 落葉広葉樹 天然林 サクセッション試験地
SI-16 0.5005 見本林・保存林 ち7 （天然林） ズミ＞ススキ 天然林 サクセッション試験地 一部り4
SI-17 0.0267 見本林・保存林 り4 （天然林） サワラ 天然林 植物遺伝子資源保存試験地
SI-18 0.1549 見本林・保存林 り6 カラマツ・ストローブ 1973 カラマツ・ストローブ 防風林
SI-19 0.1604 見本林・保存林 り6 カラマツ・ストローブ 1973 カラマツ・ストローブ 防風林
SI-20 0.0312 見本林・保存林 り5 ストローブ 1978 雑木 防風林
SI-21 0.0583 見本林・保存林 り7 各種 1985- シラカバ 経過観察区
SI-22 0.0355 見本林・保存林 り7 各種 1985- ヤエガワカンバ 経過観察区
SI-23 0.0393 見本林・保存林 り7 各種 1985- ミズナラ 経過観察区
SI-24 0.0294 見本林・保存林 り7 各種 1985- クリ 経過観察区
SI-25 0.0342 見本林・保存林 り7 各種 1985- コブニレ 経過観察区
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SI-26 0.0827 見本林・保存林 り7 各種 1985- カラマツ 経過観察区
SI-27 0.1253 見本林・保存林 り7 各種 1985- カラマツ 経過観察区
SI-28 0.0681 見本林・保存林 り7 各種 1985- トネリコ 経過観察区
SI-29 0.2803 薪炭林・若齢林 り4 （天然林） ズミ 天然林 植物遺伝子資源保存試験地
SI-30 0.2402 薪炭林・若齢林 り4 （天然林） ズミ 天然林 植物遺伝子資源保存試験地
SI-31 0.3277 見本林・保存林 り4 （天然林） ズミ 天然林 植物遺伝子資源保存試験地
SO-01 0.1542 防風林 と3 雑木 除地
SO-02 0.0858 防風林 と3 （草地） 除地
SO-03a 0.0904 防風林 ち2 カラマツ 1957 （草地） 防風林
SO-03b 0.0162 薪炭林・若齢林 ち2 カラマツ 1957 （草地） 防風林
SO-04 0.1160 防風林 ち3 ストローブ 1977/1978 （草地） 防風林 ち4・り1含む
SO-05 0.0688 薪炭林・若齢林 ち3 ストローブ 1977/1978 （草地） 防風林 ち4・り1含む
SO-06 0.2709 防風林 ち5 カラマツ 1967-1970 カラマツ 防風林
SO-07 0.1546 薪炭林・若齢林 ち5 カラマツ 1967-1970 カラマツ 防風林
SO-08 0.2924 防風林 ち6 ストローブ 1977/1978 ストローブ 防風林 り3含む
SO-09 0.1362 薪炭林・若齢林 ち6 ストローブ 1977/1978 ストローブ 防風林 り3含む
SO-10 0.2417 見本林・保存林 ち8 カラマツ 1973-1978 カラマツ／落葉樹 防風林 凍害試験地
SO-11 0.2093 薪炭林・若齢林 ち6 ストローブ 1977/1978 ストローブ 防風林
SO-12 0.2397 薪炭林・若齢林 ち6 ストローブ 1977/1978 ストローブ 防風林
SO-13 0.2267 薪炭林・若齢林 ち6 ストローブ 1977/1978 ストローブ 防風林
SO-14 0.2333 薪炭林・若齢林 り5 ストローブ 1978 ストローブ 防風林
SO-15 0.2273 薪炭林・若齢林 り5 ストローブ 1978 ストローブ 防風林
SO-16 0.2051 薪炭林・若齢林 り5 ストローブ 1978 ストローブ 防風林
SO-17 0.1780 薪炭林・若齢林 り5 ストローブ 1978 ストローブ 防風林
SO-18 0.2163 薪炭林・若齢林 と2 ストローブ 1978 ストローブ 防風林
SO-19 0.2082 薪炭林・若齢林 と2 ストローブ 1978 ストローブ 防風林

面積は、航空測量地図（1:5,000）および空中写真を入れた地理情報システム（ArcGIS）上での計測結果であり、境界部の歩道や空き地を含む。単位はha。


