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年 著者 表題 掲載雑誌等 巻号 ページ 利用場所

1975 Kanemitsu, K.
A survay of the parasites and predators of
Rhyacionia spp. And other pine shoot borers in
Japan

University of
Maryland,
Natural
Resources

527 139-150 犬山・穴宮

1975 仁王位智夫
森林土壌に生育する微生物群の季節変化－植
生及び土壌型の関連について

日土肥誌 46 369-375 赤津

1975 Tsukamoto, Y.
Effect of forest litter on runoff cycle in a small
experimental watershed

Proc. IAHS
Symp. In
Tokyo

487-495 赤津

1976
諸戸清一・塚本威彦・原
孝秀・渡部　賢

ヒノキ中令林における立木密度と肥培効果につ
いて

日林中支講 24 221-228 赤津

1976 Nioh, I
Chemical and bacterial changes in a forest soil
percolated with some amino acids and leaf litter
extract

Soil Sci. Plant
Nutr.

22 295-306 赤津

1976 仁王位智夫
森林土壌の細菌群－土壌型および植生との関
連について

土地と微生物 18 55-65 赤津

1976 小川忠彰
流域林相の相違による直接流量，地下水流量
の動向

東大・農・卒論 赤津・穴宮

1976
愛知演習林・演習林研究
部

愛知演習林量水観測結果報告（I） 演習林（東大） 20 39-64 赤津・穴宮

1977 Nioh, I
Characteristics of bacteria in the forest soils
under natural vegetation

Soil Sci. Plant
Nutr.

23 523-529 39,63

1977
愛知演習林・演習林研究
部

愛知演習林量水観測結果報告（II） 演習林（東大） 21 48-89 赤津・穴宮

1977
塚本威彦・簗瀬憲次・諸
戸清一・後藤太成・荒木
田善隆

スギ植栽密度試験地における地床植物 日林中支講 25 278-284 赤津

1977
吉田孝久・簗瀬憲次・諸
戸清一・原　孝秀・渡部
賢

林分密度を異にしたヒノキ壮令林の肥培効果に
ついて（III）

日林中支講 25 106-110 赤津

1978 原　孝秀・諸戸清一 愛知演習林における試験研究のあらまし 森林と肥培 96 2-4
赤津・犬山・
穴宮

1978 春田泰次・朝日正美
植生を異にする森林土壌の一般的性質と窒素
形態に関する研究

日林誌 60(5) 157-162
33,34,39,55,
57,58,61,62

1978 春田泰次
林地肥培効果発現の機構に関する研究（II）ヒノ
キ壮令林の根系に及ぼす土壌の性状について

日林中支講 26 143-147 64

1978 梅木信江
東京大学農学部附属演習林における気象特性
の分析

東大・農・卒論

清澄・山部・
東山・麓郷・
栃本・赤津・
穴宮

1978
渡部　賢・諸戸清一・福沢
和雄

ヒノキ中齢林における肥培効果と物質生産 日林中支講 26 116-117 赤津

1978 渡部　賢・諸戸清一 ヒノキ中齢林における肥培効果 森林と肥培 97 1-2 赤津

1978 吉田孝久・金光桂二
クロマツ幼齢木の高さ別年輪幅に現われる成長
のパターンとマツカレハによる食葉の影響

日林誌 60(6) 216-220 10

1978 吉田孝久・金光桂二
ヒノキの高さ別年輪幅に現われる成長のパター
ン

日林誌 60(5) 169-172 58

1979 荒木田善隆・小島　宏
愛知演習林の異なった林相間における鳥類相
の比較（繁殖期）

日林中支講 27 89-91 10,62,63,64

1979
春田泰次・簗瀬憲次・原
孝秀・渡部　賢

ヒノキ壮齢林の肥培効果（IV） 日林中支講 27 21-22 64

1979
諸戸清一・後藤太成・勝
野良則・荒木田きよみ

無降雨日量水曲線の解析 日林中支講 27 189-190 赤津・穴宮

1979
諸戸清一・渡部　賢・北沢
正次・荒木田きよみ

小流域における流出量 日林中支講 27 185-187 赤津・穴宮

1979
諸戸清一・渡部　賢・北沢
正次・荒木田きよみ

Runoff in a small watershed 日林誌 61(8) 302-304 赤津
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1979 仁王以智夫
Nitrogen fixation and a nitrogen-fixing bacteria
from the roots of Eragrostis ferruginea

J. Gen. Appl.
Microbiol.

25 261-271

1979
Yamaguchi, I and Nishio,
K.

Studies on forest hydrology in the Tokyo
University Forest in Aichi

J. Jap. For.
Soc.

61(4) 135-141 赤津・穴宮

1979

山口伊佐夫・西尾邦彦・
太田猛彦・西口哲夫・平
田種男・桐村　剛・諸戸清
一

流域森林管理に関する応用的研究
科研一般（B）
研究成果報告
書

赤津・穴宮

1979
吉田重明・三宅大浄・仁
王以智夫

森林土壌中の窒素の動態（I） 日林誌 61(11) 21-25 赤津

1979 吉田孝久・金光桂二
クロマツの高さ別年輪幅に現われたる生長のパ
ターン（英文）

日生態誌 29 245-248 30

1980 春田泰次 ヒノキ林の根圏における肥培効果 森林と肥培 106 10-12 58,64

1980
諸戸清一・後藤太成・勝
野良則・荒木田きよみ

Study of hydrographs under different
composition of the forest floor layers of the
same forest type

日林誌 62(3) 103-105 穴宮

1980 仁王以智夫
Nitrogen fixation associated with leaf litter of
Japanese cedar of various decomposition
stages

Soil Sci. Plant
Nutr.

26 117-126 62

1980 西口哲夫 山地水源帯における流出特性の基礎的研究 東大・農・修論 赤津・穴宮

1980
吉田重明・春田泰次・仁
王以智夫

森林土壌中の窒素の動態，土壌型の異なる２種
の天然林土壌中の窒素の無機化と硝化活性

日林誌 62 230-233 61

1981 安藤義久
丘陵地の水循環機構と都市化によるその変化
に関する研究

赤津・穴宮

1981
荒木田善隆・小島　宏・各
務久子

環境別にみた鳥
犬山市史資料
編（自然）

272-326 8,9,6,7,11

1981 春田泰次 更新法をかえたヒノキ植栽木の養分濃度 日林中支講 29 189-192 63,64

1981 蒲谷　肇
生育の悪い海岸砂丘クロマツ林の施肥による改
善とその生産生態学的研究

東大演報 70 11-80 新居

1981
諸戸清一・後藤太成・荒
木田きよみ

小流域の流出量（II）損失量について 日林中支講 29 291-292 赤津・穴宮

1981 演習林研究部 演習林気象報告（自昭和４６年至昭和５０年） 演習林（東大） 22 1-83
赤津･新居･
穴宮

1981 愛知演習林 愛知演習林量水観測結果報告（III） 演習林（東大） 22 84-191 赤津・穴宮

1981 渡部　賢・原　孝秀 スギの植栽密度試験（III） 日林中支講 29 45-48 62,63

1982 赤木利行 集材架線の動力学的現象に関する実験的研究 名大・農・卒 56

1982 荒木田善隆・小島　宏 森林施業が鳥類相におよぼす影響 日林中支講 30 189-190
69,55,57,63,
62,64

1982 Kanemitsu,K.
Occurrence of pine shoot moths in young Pinus
thumbergii plantations on eroded hillsides.

Zeitschrift
fuer
angewandte
Entomoloiie

93(4) 321-325 犬山・穴宮

1982 小島　宏・渡部　賢
犬山地区における松の被害状況とマツノマダラ
カミキリ行動

日林中支講 30 99-104 犬山

1983
春田泰次・原　孝秀・渡部
賢・仁王似智夫

第3紀層におけるスギ植栽木の生育について 日林中支講 31 53-55 9,62

1983 堀　高夫・近藤　稔
集材架線における衝撃に関する野外試験装置
による実験（Ⅰ），-荷重上昇下降の際の衝撃-

日林中支講 31 237-240 56

1983
諸戸清一・原　孝秀・後藤
太成・荒木田きよみ・梅村
武夫

小流域の流出量（Ⅲ），流域別の流出分布の差
異について

日林中支講 31 195-198 赤津・穴宮

1983 諸戸清一・真下育久 中部低山地帯の土壌（Ⅰ）理学的性質
森林立地25-2
号

10-15 全域

1983 Nioh,I.
Some characteristics of nitrogen-fixing bacteria
isolated from cultivated and uncultivated sites.

Soil Sci. Plant
Nutr.

29 15-23

1983 仁王似智夫・塚本威彦 森林土壌の窒素固定活性と窒素固定菌の分布 日林中支講 31 61-62 62
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1983
渡部　賢・原　孝秀・吉田
孝久・諸戸清一

ヒノキ肥培木の成長（Ⅵ） 日林中支講 31 95-98 40

1984 仁王似智夫・春田泰次
森林における落葉の分解過程と養分の放出に
関する研究

科研一般C報
告書

62,64

1984 演習林研究部 演習林気象報告（自昭和51年至昭和55年） 演習林（東大） 23 1-55
赤津・新居・
穴宮

1984 愛知演習林 愛知演習林量水観測結果報告（Ⅳ） 演習林（東大） 23 57-88 赤津・穴宮


