
【1955-1964年】

年 著者 表題 掲載雑誌等 巻号 ページ 利用場所

1955 秋谷孝一
白坂小流域における森林理水機能比較試験に
ついての考察

東大･農・卒論 赤津

1955 野口陽一 ユニットグラフ作製上の問題について 演習林（東大） 10 55-68 穴宮

1955 佐藤大七郎・名村二郎
夏にハゲヤマの土が水をひきとめる力をはかっ
た一例

日林誌 37(6) 253

1955
芝本武夫・中島主一・井
上丹治

愛知県瀬戸地方の荒廃林地土壌改善に関する
研究（１）

東大演報 48 153-168

1955 清水憲造・林和夫 シイタケの栽培品種に関する研究 東大演報 48 169-202 赤津

1955 山口伊佐夫 最大流量推算式の検討（１） 東大演報 49 159-178 赤津･穴宮

1956 清水憲造 クリ果粒の保存率について 演習林（東大） 11 87-97

1956 演習林研究部
演習林気象報告（自昭和二十六年至昭和三十
年）

演習林（東大） 11 117-197
赤津･新居・
穴宮

1957 野口陽一 日本の中部地方Hydrologic seasonについて 演習林（東大） 14 205-218 赤津･穴宮

1957 野口陽一 愛知におけるHydrogic yearについて（英文） 東大演報 53 27-32 赤津･穴宮

1957 山口伊佐夫
流域管理のための量水方法並に水分移行現象
に関する基礎的研究

東大演報 53 33-124 赤津

1957 山口伊佐夫 河道貯留作用の解析と遊水池への応用 演習林（東大） 12 219-228 赤津

1958 槇　道雄 流域の水文学的性格の一表示法について 東大･農・卒論 赤津･穴宮

1958 荻原範彦 増水曲線の分析による流域内滲透能の推定 東大･農・卒論 赤津

1958 荻原貞夫 年降雨量と流出量の関係（英文） 日林誌 40(6) 244-246

1958 荻原貞夫・山口伊佐夫
流域の水文学的性格表示へのハイドログラフの
応用

東大演報 54 101-142 赤津

1959 駒村富士弥 森林の理水機能に関する研究 東大･農・卒論 赤津

1959 塚本良則
一つの水収支計算法とその山地流域への適用
について

日林誌 41(8) 319-325 赤津

1960 藤田壽雄 滲透水の土中移行測定に関する研究 東大･農・卒論 赤津

1960 中島主一・大塚道男
愛知県瀬戸地方における砂防植栽によるヤマ
モモの成長について

演習林（東大） 13 89-98 犬山

1960 野口陽一
季節的地下水正常漸減およびその蒸発・蒸散
量推定への応用

日林誌 42(5) 185-189 赤津

1960 荻原貞夫 降水量とそれに対応する流出量の関係（英文） 日林誌 42(3) 106-109 赤津

1960 塚本良則・林和夫 小流域内地下水流出の日中変化 日林誌 42(3) 121-123 赤津

1960 塚本良則
東山流域の水文学的性格（I），河道面降雨流出
について

演習林（東大） 13 99-106 赤津

1960 塚本良則
Evapo-transpiration from ground water
reservoirs in a small watershed

日林誌 42(1) 9-15 赤津

1961 小沢　博
降水量と流出量の関係式，新しい三次元式の
提案及び検討

東大･農・卒論 赤津･穴宮

1961 塚本良則 中間流についての一実験 日林誌 43(2) 62-67 穴宮

1961 吉沢邦夫
土湿及ビ降雨強度，地表流出率ニ及ボス影響
ニツイテ（土湿及ビ降雨強度ヲ数量的ニ表示ス
ルタメノ一考）

東大･農・卒論 赤津

1962 Kanemitsu, K.
Survival curves of the population of
Dendrolimus spectabilioties Butler (Lepid.,
Lasiocampidae)

Res. Popil.
Ecol.

4 60-64 犬山・穴宮

1962 中島主一・芝本武夫
愛知県瀬戸地方の荒廃林地土壌改善に関する
研究（II）（III）（IV）

東大演報 56 277-286

1962
中島主一・塚本良則・藤
田寿雄

各種山腹工の効果に関する研究 演習林（東大） 14 37-51 穴宮

1962 西尾邦彦 最大流量推算式の検討 東大･農・卒論 赤津･穴宮
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1962 野口陽一 森林量水試験の方法論的研究 東大演報 57 65-136 赤津･穴宮

1962 演習林研究部 演習林気象報告（自昭和３１年至昭和３５年） 演習林（東大） 14 73-169
赤津・新居・
穴宮

1962 東京大学演習林 演習林の近況 演習林（東大） 14 171-257 全域

1962 塚本良則
瀬戸地方水害の特性，昭和32年8月の水害特
性

東大演報 56 299-314 赤津

1963 金光桂二 マツノシンクイムシとその天敵蜂の生息数 応動昆 7(2) 109-112 犬山・穴宮

1963 金光桂二
マツヅアカシンムシに寄生するLissonota
evetriae UCHIDA (hym. Ichneumonidae)

応動昆 7(4) 307-310 犬山・穴宮

1963 中庭尚武 年降雨量と流出量との関係式 東大･農・卒論 赤津

1963 塚本良則
Storm discharge from an experimental
watershed

日林誌 45(6) 186-190 赤津

1963 山口伊佐夫 水源帯における地下水流出現象の基礎的研究 東大演報 58 133-286 赤津

1964
朝日正美・阿部　順・林
和夫

スギ・ヒノキ・クロマツ苗の時期別成長 日林講 75 283-287 赤津

1964 朝日正美・阿部　順 中部低山地帯の造林法に関する研究（予報） 日林講 75 355-358 犬山

1964 藤田壽雄・中川　止 降雨による地表流砂量についての考察 演習林（東大） 15 61-69 赤津

1964 金光桂二
愛知演習林において松の新梢を食害する小蛾
類の種類とその生活史

演習林（東大） 15 70-77 犬山・穴宮

1964 金光桂二 マツのシンクイムシ類に寄生する天敵蜂の種類 日林講 75 420-422 新居

1964 中島主一・塚本良則 愛知演習林第三紀層地帯の侵蝕について 演習林（東大） 15 36-44 穴宮

1964 塚本良則
水源山地流域の水収支と熱収支について（予
報）

日林講 75 477-479 赤津

1964 塚本良則
東山流域の水文学的性格（II），流域の水収支に
ついて

演習林（東大） 15 83-102 赤津


