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京都大学農学部附属演習林

　　　　1968



ま え が き

　　　　　京都大学農学部附属演習林創設以来，演習林を利用しておこなわれた調査・試験は数多

　　　　く，その研究業績は京大演習林報告，京大演習林（彙）集報に，または関係機関誌に多数公表

　　　　されているが，目録として整理がなされていないので，このたび1930年～1967年までの期

　　　　間のものを収録して総目録を作成した。

　　　　　この目録が林学および関連学ならびに林業関係機関にいくらかでも，C“参考になれば幸い

　　　　である。編集にあたっては，できるだけ完ぺきを期するように努力したが，不備の点も多い

　　　　と思われるので，この点は今後の改訂により充実を期したい。

　　　　　なお，目録作成にあたっては，業務多端のおりにもかかわらず，ご協力いただいた林学．

　　　　林産工学教室ならびに演習林研究部の教官各位ならびに資料整理，編集，校正にあたった職

　　　　員に深く謝意を表する。

1968年9月30日

演習林長 佐　野 宗　一



凡 例

1．本目録は，京都大学農学部附属演習林を利用し，または，ここから材料を得ておこなわれた調査

　・試験で，すでに公表された研究論文を総合的に収録したものである。

　　なお，京大演習林報告，京大演習林（彙）集報，演習林気象報告の目録も収録した。

2．目録の資料は1967年までに発行された下記のものから得た。

　　　　京都大学演習林報告（京大演報），京都大学演習林（彙）集報（京大演（彙）集），京都大学農学

　　　　部紀要（京大農紀要），日本林学会誌（日林誌），日本林学会大会講演集（日林講），日本林

　　　　学会関西支部大会講演集（日林関支講），日本林学会北海道支部大会講演集（日林北支講），

　　　　信州大学農学部学術報告，信州大学農学部紀要，日本生態学会誌，植物分類地理，造園雑

　　　　誌，植物学雑誌，木材研究，林業技術，北方林業，山林，森林防疫ニュース，赤松林施業法

　　　　研究論文集，アカマツに関する研究論文集，西京大学学術報告（農学），日本菌学会会報

3．　目録は各地方演習林別にして年代順に論文番号，執筆者名，論文名，掲載誌名，巻号数，掲載頁

　を記載した。

4．論文番号は各地方演習林ごとに記号を与え，それぞれ発表年代順に番号を付した。

　　　　台　湾　A　　　　朝　鮮　B　　　　樺　太　C　　　　芦　生　D

　　　　和歌山　E　　　　北海道　F　　　　本部苗畑地　G　　上賀茂試験地　H

　　　　徳山試験地　1　　白浜試験地　J

　　同一論文で2ケ所以上の演習林を利用したものは，例示のように，その演習林における論文番号

　を論文名の末尾に記載した。

　　例

発行年

1965

文
号

論
番

D86

執筆者名
岩　川 治

論 文 名 惨名
林道路面の良否判定に関する研究

　　　　　　　　　・・H145と同じ

京大演報

巻　号　頁

36，1～21

5．執筆者別索引は執筆者名を五十音順に排列し，執筆者ごとに索引論文番号を記載した。

　　同一論文で2ケ所以上の演習林を利用したものについては，下の例のように若い論文番号を記載

　して他の番号は（）を付した。

　　例

　　　　　　　・D62，74（H112），1）77（H120），110（H164），

　　　　　　　　D39（Gg2），　G73（H35）

　　なお，論文番号は単独執筆と共同執筆別に下の例のごとく活字によって区分した。

　　例

　　　　単独執筆一D62，

　　　　共噸一纏二冨

6．演習林報告および演習林（彙）集報の目録は，発行ll頂の巻号数，発行年，論文名，頁数，執筆者名

　を記載した。また，演習林気象報告目録は，発行回数，期間，発行年を記載した。
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台湾演習林A



A一台湾演習林　1

発行年
珊文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1934 A1 沼　田　大　学 規那樹ノ研究一規那樹造林試験一 京大演報 8，3～30

板　東　和夫
松　本　賢　三

A2 沼　田　大　学 規那樹ノ研究一台湾演習林産規那皮 京大演報 8，33～59

板東　和夫
松　本賢三

ノ化学的研究一

A3 沼　田　大　学 規那樹ノ研究一台湾演習林産規那樹 京大演報 8，63～70
板　東　和　夫
松　本賢　三

ノ分類ト染色体数一

1951 A4 沼　田　大　学 台湾におけるキナ樹の収穫学的研究 京大演報 20，1～70

1



朝鮮演習林B



B一朝鮮演習林　3

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1940 B1 山　崎　次　男 花粉分析による朝鮮北部森林の樹種 日林講 昭和15年度，

変遷に関する考察 84～90

1942 B2 山　崎　次　男 朝鮮南部二於ケルてうせんまつトあ 京大演報 17，33～56

かまつノ混清林二就テ

1961 B3 岡　本　省　吾 朝鮮智異山の植物目録 京大演報 31，1～186



樺太演習林C



C一樺太演習林　5

発行年
論文
番 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1930 C1 学生植物調査班 樺太演習林植物調査報告 京大演報 2，1～43

昭和三年度

1932 C2 石　崎　道　也 人絹用ぱるぷ原料トシテノ樺太産樹 京大演報 3，1～42

材ノ研究

1933 C3 山　崎　次　男 樺太演習林所産植物 京大演報 5，1～59

一花粉並二胞子形態一

C4 上　田　弘一郎 植生型ヨリ見タル樺太天然林ノ研究 京大演報 6，1～176

1934 C5 山　崎　次　男 ぐいまつノ天然分布ト群叢ノ類別二 京大演報 7，1～54

就テ

1936 C6 上　田　弘一郎 樺太天然林の更生に関する調査 日林誌 18（9），703～722

C7 山　崎　次　男 樺太原生林二於ケルえぞまつ，とど 京大演報 g，1～128

まつ，混渚状態ノ研究

1939 C8 上　田　弘一郎 樺太天然林伐採跡地ノ更新状態二関 京大演報 12，1～79

スル調査

cg 遠　山　富太郎 樺太原生林に於るエゾトドの腐朽に 日林講 昭和14年度，

就て 603～608

1942 C10 山　崎　次　男 花粉分析法ニヨル北海道洪積世二於 京大演報 17，1～31

ケルLarix分析ノ研究

C11 山　崎　次　男 花粉分析による邦領樺太の樹種変遷 日林講 昭和16年度，

に関する考察 73～80

1950 C12 上　田　弘一郎 森林植生型の造林学的研究 京大演報 19，1～70

1951 C13 山　崎　次　男 花粉分析法による南樺太及び北海道 京大演報 21，1～79

の森林並に気候の変遷に関する研究



芦生演習林D



D一芦生演習林　7

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 匡名 巻　号　頁

1930 D1 岡　本省吾 芦生演習林樹木誌 京大演報 1，1～92

1934 D2 柴　田　信　男 杉天然下種試験（第2報）稚樹存在 日林誌 16（5），380～400

地点の環境因子に就て

D3 柴　田　信　男 杉天然下種試験（第3報）種子落下 日林誌 16（10），789～81

量及其状態落下種子の発芽時に於け

る品質並稚樹発生状態に就て

1939 D4 柴　田　信　男 芦生演習林に於ける杉天然林の研究 日林講 昭和13年度，

第1報　天然生杉の生長及之に対す 1089～1101

る外力の影響（其1）

1941 D5 岡　本　省吾 芦生演習林樹木誌 京大演報 13，1～112

1942 D6 梶　田　　　茂 ぶな材ノ研究　第一報　用材部二於 京大演報 15，1～60

小倉武夫 ケル木繊維長及幅ノ変異二就テ

D7 柴　田　信　男 杉天然下種試験（第四報）地持に対 日林講 昭和16年度，

する土壌学的考察 170～175

D8 柴　田　信　男 杉天然下種試験（第五報）稚樹の生 日林講 昭和16年度，

長経過とそれに対する考察（1）土 176～182

壌及気象状態

D9 小　出　良　吉 枝打に関する研究（第4報）枝の枯 日林講 昭和16年度，

槁経過とその腐朽落下に就て 286～289

1943 D10 柴　田　信　男 杉天然下種試験（第6報）稚樹の根 日林講 昭和17年度，

系に就て 308～319

1951 D11 岩　村通　正 森林落葉層に関する生物学的研究 日林誌 33（1），21～25

（第1報）（動物相の生態観察）

D12 岩　村　通　正 森林落葉層に関する生物学的研究 日林講 59，131～132

（第2報）（動物相の生態観察）

D13 柴　田　信　男 林況と土壌との関係に関する研究 京大演彙 2，33～35

其一　杉林における林況の変化が土

壊に及ぼす影響に関する研究（第1報）

1952 D14 岩　村　通　正 森林落葉層に関する生物学的研究 日林誌 34（1），9～11

（4）落葉層動物相の分析に関する試

案

D15 岡　崎　文彬 樹木の水分経済 日林誌 34（11），337～343



8　D一芦生演習林

発行年
論文
番号 執筆者名 1　論　文　名 誌　　名 巻　号　頁

1953 D16 岡　崎　文彬 稚樹の耐乾性に関する研究（第1報） 日林講 62，129～131
柴　田　信　男磯　野　英　明

土壌水分がスギ稚苗の針葉における

滲透濃度ならびに気孔状態に及ぼす

影響

D17 堤　　　利夫 土壌微生物による落葉の分解　第2 日林関支講 2，49～51

報　落葉中リグニンの分解及びその

セルロースの分解に及ぼす影響

D18 大　隅　真　一 毎木調査の誤差に関する研究（第2 日林関支講 2，78～79

報）括約誤差（2）

D19 斉　藤　達　夫 植物ホルモンより見たるセコイヤと 日林関支講 3，37～38

スギの挿木苗の痩瘤に就いて

G27と同じ

1954 D20 中　江　篤　記 芦生演習林の天然生スギ林内におけ 日林関支講 4，7～9

る伏条稚樹の調査について

1955 D21 中　江　篤　記 芦生演習林の天然生スギ林内におけ 日林関支講 5，13～14

鬼　石　長　作 る伏条稚樹の調査について（第二報）

D22 堤　　　利　夫 落葉の分解に及ぼす無機養分の影響 日林関支講 5，25～26

D23 中　江　篤　記 スギ挿木に関する研究（第1報）天 日林関支講 5，40～41

鬼　石　長　作
鈴　鹿　徳次郎

然生伏条稚樹よりとったさし穂の発

根性について

D24 斉　藤　達夫 スギさし木の発根とそれに含まれる 日林関支講 5，60～62

生長素の推移（1）

1956 D25 四手井綱　英 天然林における土壌有機物の垂直分 日林関支講 6，24～25

堤　　　利　夫
木　村　隆　臣

布

D26 中　江　篤　記 芦生演習林天然生スギ林内における 日林関支講 6．73
本　城　日　郎鬼　石長　作

伏条性稚樹の調査について（第皿報）

D27 申　江　篤　記 スギ精英樹増殖に関する研究（第1 日林関支講 6，73～75

鬼　石長　作 報）老令木さし木のホルモン処理及

び尿素葉面撒布の効果について

　



D一芦生演習林　9

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 1誌名1 巻　号　頁

1956 D28 堤　　　利　夫 林木落葉の分解について（落葉の化 京大演報 26，59～87

学的組成とその分解速度との関係に
ついて）

1957 D29 中　江　篤　記 伏条性スギのさし木に関する研究 日林関支講 7．3

鬼　石　長　作 （伏条稚樹からとったさし穂の各種

処理によるさし木成績について）

1958 D30 菅　原　　聡 輪尺による直径調査における偶然測 日林講 68，42～43

定誤差について（第1報）偶然測定

誤差の大きさ　　　　・J10と同じ

D31 菅　原　　聡 輪尺による直径調査における偶然測 日林講 68，43～44

定誤差について（第1報）測定個所
を示すことによって偶然測定誤差を

減少し得る　　　　　・J11と同じ

D32 堤　　　利　夫 林木落葉の分解過程について 日林講 68，116～118

岡　林　　　巌

D33 堤　　　利　夫 森林土壌の物理性相互の関係につい 日林誌 40（2），47～52

て（第1報）容積重と孔隙量との関係

D34 四手井　綱英 スギ山地直さしに関する研究 日林誌 40（5），224～227

小笠原健二
中　江　篤　記

D35 堤　　　利夫 森林土壊物理性相互の関係について 日林誌 40（6），237～241

（No．2）真比重と有機物含有量との

関係

D36 四手井　綱　英 京都大学芦生演習林の土壌調査報告 京大演報 27，1～19

堤　　　利　夫
木　村　隆臣

（第1報）

D37 四手井　綱　英 京都大学芦生演習林におけるスギ伏 京大演報 27，20～31

中　江　篤　記
堤　　　利　夫
小　池　祓　策

条稚樹について　第1報　天然生ス
ギ林の成立経過について

1959 D38 四手井　綱英 スギ伏条の生態について 口林講 69，294～296

堤　　　利　夫

小泉　　孟
G81と同じ

D39 四手井　綱　英 ジベレリンによるメタセコイア，ス 日林誌 41（8），312～315

赤　井　竜　男
市　河　三　次

ギの開花について（第1報）

　　　　　　　　　　・G92と同じ



10　D一芦生演習林

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌名1 巻　号　頁

1959 D40 柴　田　信　男 芦生演習林スギ天然林の施業計画に 京大演彙 6，1～28

関する基礎資料　第皿報天然生の
スギ立木に対する樹高表，形数表及

び材積表について

D41 伊　藤　駒太郎 芦生演習林スギ天然林の施業計画に 京大演彙 6，29～45

植　野　勘治
坂　本　章之助

関する基礎資料　第皿報　伐木造材

の作業功程について

1960 D42 堤　　　利　夫 産地別に植えたスギ苗に対する施肥 口林講 70，188～190

四手井　綱　英
柴　田　信　男
岡　本　省　吾

効果について　（1）

　　　　　　　　・12，J21と同じ

D43 鬼　石　長　作 スギ山地直挿し試験（第1報） 口林関支講 10，17～19
柴田正董内　村　悦　二

D44 鬼　石　長　作 スギ精英樹増殖に関する研究（第2 日林関支講 10，19～20

石　原　寛　一 報）　（末発根さし穂を用いたさし木

再試験）

D45 登　尾　二　郎 熊の被害について 口林関支講 10，119

登　尾　久　嗣
鬼　石長　作

D46 佐々木　　功 伏条性スギの天然更新について（第 日林関支講 10，140～141

内　村　悦三
鬼　石　長　作

1報）（伐採による稚樹の被害状況）

柴　田　正　善

D47 四手井　綱英 ジベレリンによるメタセコイア，ス 日林誌 42（10），363～368

市　河　三　次
木　平　勇　吉

ギの開花について（第皿，皿報）

D48 伊藤　駒太郎 芦生演習林スギ天然林の施業計画に 京大演報 29，65～93

植　野　勘治 関する基礎資料　第IV報　芦生演習

林天然スギ幹材からの利用材積とそ

の品等について

D49 柴　田　信　男 芦生演習林スギ天然林の施業計画に 京大演報 29，94～111

関する基礎資料　第V報　天然生ス

ギ林における単木の成長経過に関す
る2，3の考察

1961 D50 神　崎　康　一 京大芦生演習林における木寄せ作業 日林講 71，338～339

の功程
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発行年驚執筆者名 論 文 名 誌　　名　巻　号　頁

1961 D51 内　村　悦　三 スギ精英樹増殖に関する研究（第3 日林関支講 11．7

鬼　石　長　作
柴　田　正　善

報）採穂樹の台切りと1年目の採穂

可能量について

D52 登　尾　二　郎 害獣防除に関する研究（第1報） 日林関支講 11．81

佐々木　　功
内　村　悦三

クマの越冬について

鬼　石　長　作
石　原　寛一

D53 神　崎　康　一 山落し集材作業の功程一京大芦生 日林誌 43（9），285～289

演習林における調査報告一

D54 堤　　　利　夫 林木落葉の分解について（皿） 京大演報 33，187～198

岡　林　　巌
四手井　綱　英

D55 神　崎　康一 芦生演習林における伐木集材作業功 京大演報 33，227～240

程

D56 佐々木　　功 スギの選抜育種に関する研究（第1 京大演報 33，293～313

内　村　悦三
鬼　石長　作

報）芦生演習林におけるスギ優良木

とその次代幼樹（さし木）について

の2，3の考察

D57 佐々木　　功 クマによる林木の被害 林業技術 229，30～33

鬼　石　長　作
登　尾　二　朗

1962 D58 渡　辺　弘　之 落葉・落枝の分解に働く鞘翅目昆虫 日林講 72，344～345

四手井　綱英 について

D59 神　崎　康　一 芦生演習林における玉切作業の功程 口林講 72，376～378

喜多山　　繁
三　木　鴻平

D60 神　崎　康　一 集材作業組に起る待合せ問題につい 口林講 73，288～291

て

D61 吉　村　健次郎 スギの精英樹増殖に関する研究（第 日林関支講 12．33

佐々木　　功
柴　田　正　善

4報）採穂樹の台切りと採穂可能量

について

D62 岩　川　　治 林道路面の良悪の判定法一トラッ 日林誌 44（3），61～68

クの振動加速度による一考察一
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌名1 巻　号　頁

1962 D63 只　木　良　也 林木の競争に関する研究（IV）生長 日林誌 44（8），203～212

四手井　綱英 にともなう林分内の個体順位の変動

D64 神　崎　康　一 伐木作業の作業状態について 日林誌 44（9），231～236

喜多山　　繁
三　木　鴻　平

1963 D65 和　田　茂　彦 樹高測定誤差に関する研究（第1報） 日林講 74，61～63

梶　原　幹弘
兼　松　功　次

目測による誤差について

　　　　　　　　　　・H98と同じ

D66 梶　原　幹　弘 樹高測定誤差に関する研究（第2報） 口林講 74，63～65

兼　松　功　次 2，3の測高器使用の際における誤差

について　　　　　　・…H99と同じ

D67 和　田　茂　彦 樹高測定誤差に関する研究（第3報） 日林講 74，66～67

梶　原幹　弘 シユピーゲル・レラスコープによる

距離測定について・一・G126と同じ

D68 堤　　　利　夫 落葉の分解と無機養分量の変化（1） 日林講 74，125～126

D69 神　崎　康　一 伐木作業の場としての森林の性格に 日林講 74，379～380

ついて

D70 佐　野　宗　一 毎木調査の作業能率について 口林関支講 13．2

山　本　俊　明
大　隅　真　一

D71 佐々木　　功 造林木の雪越しについての一考察 日林関支講 13，31～32

吉　村　健次郎
柴　田　正善

D72 佐々木　　功 伏条性スギの天然更新について（第 口林関支講 13．32

吉　村　健次郎
柴　田　正　善

2報）（疎開後の枯損及び生長）

D73 神　崎　康　一 チェーン・ソー伐採作業功程の組人 n林関支講 13．80

浅　沼　善次郎 数による違いについての実験

D74 岩　川　　治 車両の走行速度と振動加速度との関 日林関支講 13．82

係　　　　　　　　　　　・H112と同じ

D75 佐々木　　　功 荷役におけるトラックウインチとト rl林関支講 13．84

神　崎　康　一
登　尾　二　朗

ラッククレン功程の比較について
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1963 D76 神　崎　康　一 伐木作業の場としての森林の層別法 日林誌 45（7），222～226

について

1964 D77 岩　川　　　治 林道路面の形状と車両の振動加速度 日林講 75，556～557
高　田　長武 について　　　　　　・H120と同じ

D78 渡　辺　弘　之 落葉の分解と土壊動物 日林関支講 14．18

四手井綱　英

D79 湯　浅保　雄 芦生ブナ林の現存量について 日林関支講 14．23

四手井綱　英

D80 岩　川　　治 振動加速度の測定条件間の交互作用 日林関支講 14，80～81

について　　　　　　・H127と同じ

1965 D81 湯　浅　保　雄 芦生ブナ林の生産構造と生産量につ 日林講 76，153～155

四手井綱　英 いて

D82 吉　村　健次郎 種間の分布相関について（京大芦生 日林講 76，174～177
神　崎　康　一 演習林における植生調査の結果）

D83 千　葉　喬　三 森林の土壌呼吸について 日林関支講 15．43

四手井綱　英

D84 佐　野　宗　一 下刈作業の能率について 日林関支講 15，117～118
和　田　茂　彦
吉　村　健次郎
山　本　俊　明
神　崎康　一

D85 吉　村　健次郎 京都大学芦生演習林の森林植生に関 口林誌 47（9），295～303

する研究（1）植生概況と樹種の分

布相関について

D86 岩　川　　治 林道路面の良否判定に関する研究 京大演報 36，1～21

H145と同じ

D87 神　崎　康　一 SomeExpressions　of　the　Variety 京大演報 36，98～118

of　Forest　and　its　Influence　on

the　Productivity　of　Labor　of　the

Felling　Operation

l
iD88 渡　辺　弘　之 芦生演習林のカミキリムシ 京大演報 37，1～8

四手井　綱　英
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発行年
馨蒼1

執筆者名 論　　　文　　　名 誌⇒ 巻　号　頁

1965 D89 菊　沢　喜八郎 林床無脊椎動物の現存量について 京大演報 37，25～39

渡　辺　弘　之
パイラット・

サイチェアェ
四手井綱　英

D90 安　藤　辰　夫 数種の森林の土壌糸状菌群 京大演報 37，40～54

堤　　　利　夫

D91 吉　村　健次郎 京都大学芦生演習林における森林植 京大演報 37，125～148

生の植物群落学的研究と種間の分布

相関についての考察

D92 西　本　孝　一 木材防腐剤としての有機錫化合物に 木材研究 34，105～107

関する研究（第10報）ブナ丸太の防

虫防菌について（その1）

D93 西　本　孝　一 木材防腐剤としての有機錫化合物に 木材研究 36，1～12

関する研究（第11報）ブナ丸太の防

虫防菌について（その2）

1966 D94 遠　山　富太郎 スギの野生種としてのアシオスギ 日林講 77，267～270

D95 山　田　　勇 伐採跡地の植生遷移 日林講 77，519～521
吉　村　健次郎
四手井　綱　英

D96 渡　辺　弘　之 Litter　bagを用いての落葉の減少 日林関支講 16，18～19

と土壌動物

D97 吉　村　健次郎 京都府におけるドイツトウヒ林分の 日林北支講 15，9～11

現存量について

D98 神　崎　康　一一 グラフの理論による林道網設計法 日林誌 48（10），365～371

D99 渡　辺　弘　之 アカマツ，ブナ供試木の重量減少と 京大演報 38，1～14

それに関与した動物…H153と同じ

D100 佐　野　宗　一 毎木調査における疲労の現われ方に 京大演報 38，96～136
山　本　俊　明 ついて（2，3の機能検査による考察）

D101 菊　沢　喜八郎 森林節足動物の密度および現存量の 日本生態 16（1），24～28

四手井　綱　英 推定方法について 学会誌

1967 D102 佐々木　　　功 林道における地盤支持力についての n林講 78，227～229
滝　本　義　彦上　田　千　秋

調査報告
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発行年 鞠 執筆者名 論　　　文　　　名 誌司 巻　号　頁

1967 D103

堤　禾U夫［
森林の土壌呼吸に関する研究（1） 日林講 78，306～308

千　葉　喬　三 ・・ H159と同じ

D104 和　田　茂　彦 伐倒後のスギの乾燥について 日林関支講 17，19～20

登　尾　二　朗
二　村　一　男

D105 渡　辺　弘　之 森林土壊動物の土壌中の垂直的分布 日林関支講 17．76

について

D106 山　田　　勇 24年生スギ林の物質生産一とくに 日林関支講 17，78～79

四手井　綱英 根について一

D107 沼　田　邦　彦 チエンソーの馬力別による伐木造材 日林関支講 17，108

作業功程の調査

D108 佐野　宗一 地ごしらえおよび植付作業の能率に 日林関支講 17，109

和　田　茂　彦 ついて
神　崎　康　一
山　本　俊　明

D109 渡　辺　弘　之 ブナ林，マダケ林およびドイツトウ 日林誌 49（8），311～315

ヒ林の土壌動物の現存量と落葉の分

解（粉砕）にはたす役割

D110 岩　川　　治 運材車両の車輪による最大接地圧の 日林誌 49（9），349～355

滝　本　義　彦 推定に関する研究・一・H164と同じ

D111 吉　村　健次郎 芦生演習林におけるドイツトウヒ林 京大演報 39，27～34

分の生長と現存量について

D112 荻　野　和　彦 林木の枝量とその生長量（1） 京大演報 39，79～90

森　出　正　彦
四手井　綱　英

D113 千　葉　喬　三 森林の土壌呼吸に関する研究（1） 京大演報 39，91～99

堤　　　利夫 土壌呼吸と気温との関係について
・ H165と同じ

D114 佐　野　宗　一 地ごしらえおよび植付作業の能率に 京大演報 39，144～170
中　島　能　道
和　田　茂　彦

関する研究

神　崎　康　一
山　本　俊　明

●
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1967 D115 神　崎　康　一 下刈作業の能率に関する研究 京大演報 39，171～183

佐　野　宗一
和　田　茂　彦
吉　村健次郎
山　本　俊　明

D116 佐々木　　功 林道の路体構造に関する研究（1） 京大演報 39，270～278

滝　本義　彦
上　田　千　秋

林道路体内での応力分布と支持力に

ついて

D117 渡　辺　弘　之 シカの胃の内容間の一例 森林防疫 16（6），14

二こユース

D118 四手井　綱　英 生態学研究ノートから一クマの現 林業技術 307，23～24

存量

D119 口本菌学会 京都大学芦生演習林の菌類 日本菌学会 13（2），92～103

関西談話会 会　　報

追加
1932 D120 柴　田　信　男 杉天然下種試験　第1報　杉稚樹の 日林誌 14（8），610～624

消失現象に就て

農学
1952 D121 岩　村　通正 Die　6kologischen　Untersuchlm・ 西京大学 2，17～28

gen　Uber　Streufauna　im　Walde。 学術報告

1962 D122 四手井　綱　英 林地の有機物集積量とその年分解率 口林誌 44（11），297～30

堤　　　利　夫 と気候との関係

1

｛

1
1
｛
l
l
l

1
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発行年 讃蒼1
執筆者名 論　　　文　　　名 1誌名 巻　号　頁

1941 E　1 岡　本省吾 和歌山演習林植物誌 京大演報 14，1～220

1966 E2 安　藤　辰　夫 森林土壊に棲息する糸状菌群の季節 京大演報 38，26～49

堤　　　利　夫 的変動について

E3 川那辺　三　郎 樹下植栽したスギの生長について 日林講 77，211～212
四手井　綱　英

1967 E4 古　野　東　洲 和歌山演習林におけるモミ，ツガ林 京大演報 39，9～26

川那辺　三　郎 の生産力調査　第1報　主としてモ
ミ林について



北海道演習林F
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1956 F　1 岡　本　省　吾 京都大学農学部北海道演習林植物目 京大演報 25，35～74

録

1959 F2 中　江　篤　記 ヤチダモ天然生林の実態調査におけ 北方林業 11（4），120～123

る2，3の知見について

1960 F　3 申　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 日林北支講 g，12～14
斉　藤　東二郎
辰　巳　修　三

ダモの育林学的研究（第1報）ヤチ

ダモニ次林の植生型と成長量との関

係について

F4 巾　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 京大演報 29，33～64
酒瀬川　武五郎
辰　巳　修　三

ダモの育林学的研究　一一ヤチダモ

の育林に関する基礎研究一（第1
報）　（天然生ヤチダモ老令林の生育

状況について）

1961 F5 巾　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 日林講 71，161～163
辰　巳　修　三 ダモの育林学的研究（第皿報）ヤチ

ダモ稚樹の耐陰性について

F6 巾　江　篤　記 樹木の挿木に関する基礎研究（皿） 日林北支講 10，32～34
辰　巳　修　三 挿床土壊粒了が発根におよぼす影響

について

F7 中　江　篤　記 樹木の挿木に関する基礎研究（皿） 口林北支講 10，34～36
辰　巳　修　三 光の波長が挿穂におよぼす影響につ
吉　田　義　和

いて

F8 巾　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 日林北支講 10，37～39
辰　巳　修　三 ダモの育林学的研究（皿）人工造林

地土壌の理学的組成と成長量につい

て

F9 巾　江　篤　記 京都大学北海道演習林における“ヤ 京大演報 32，1～20

辰　巳　修　三
酒瀬川　武五郎

チダモ”の育林学的研究　第丑報

ヤチダモ壮令林における林分構造成

長経過並びに植生型について

F10 中　江　篤記 京都大学北海道演習林における“ヤ 京大演報 32，21～32

辰　巳　修　三 チダモ”の育林学的研究　第皿報

萌芽性ヤチダモの成長量について

1
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発行∋薮1 執筆者名 論　　　文　　　名 誌名1 巻　号　頁

1961 F11 上　田　弘一郎 竹林の開花枯死現象とその林相回復 京大演報 33，1～26

促進の対策　第二報　非開花竹の混
i

生林における竹の開花と一連りの地

1
1

下茎との関係　　　　・H80と同じ

F12 中　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 京大演報 33，285～292
辰　巳　修　三 ダモの育林学的研究　第IV報　ヤチ

ダモ稚樹の耐陰性について

1962 F13 中　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 日林講 72，135～138
辰　巳　修　三 ダモの育林学的研究（第IV報）人工

造林土壌の化学性と生長量について

F14 辰　巳　修　三 主要広葉樹の栄養生理に関する研究 口林講 72，174

一
葉分析に基づく無機養分の季節

的変化について一

F15 巾　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 日林北支講 11，11～12
真　鍋　逸　平 ダモの育林学的研究（第6報）植栽

密度について

F16 巾　江　篤　記 広葉樹林の造成に関する研究（第1 日林北支講 11，13～16
吉　田　義　和 報）ケヤマハンノキ，ミズナラの二

次林分の解析

1963 F17 辰　巳　修　三 樹体内の要素代謝におよぼす環境要 日林講 74，156～158

困の影響について〔無機要素の日変
化〕（第皿報）

F18 川那辺　三　郎 ヤチダモ林の現存量について 日林関支講 13．25

四手井　綱　英
只　木　良也
白　井　一　成

F19 中　江　篤　記 京大演習林におけるバンクシアナマ n林北支講 12，49～51
真　鍋　逸　平 ツの生長について

F20 中　江　篤　記 樹木の挿木に関する基礎研究（IV） 日林北支講 12，51～53
吉　田　義　和 挿穂の切川が発根におよぼす影響に

ついて



F一北海道演習林　21

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁　　　　　　一

1963 F21 申　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 京大演報 34，32～36
真　鍋　逸　平 ダモの育林学的研究　第孤報　ヤチ

ダモ苗の成長に及ぼす火山灰性黒色

土壌の含有水分の影響について

1964 F22 真　鍋　逸平 バンクシアナマツの育苗について特 日林北支講 13，121～122

大　窪　　勝 に床替の問題

F23 中　江　篤　記 京都大学北海道演習林におけるヤチ 京大演報 35，157～176
辰　巳　修　三 ダモの育林学的研究　第W報　人工

造林地土壊の理化学的組成と生長量

について

1965 F24 真　鍋　逸平 トドマツの植栽密度と幼齢期の生長 日林講 76，289～290

について

F25 真　鍋　逸　平 ヤチダモ苗におよぼす熔成リン肥の rl林北支講 14，6～7

伊　藤　真　策 効果

F26 佐々木　　功 林道路体の構造について（その2） 日林北支講 14，115～116

路体材料による表面荷重の地巾の応

力分布について

1966 F27 真　鍋　逸　平 京都大学北海道演習林のバンクスマ 日林講 77，231～233

大　窪　　勝 ツの生長について

F28 佐々木　　功 小型耕転機の森林作業への適用性に 日林講 77，393～396

ついて（1）

1967 F29 真　鍋　逸平 広葉樹の造林に関する研究（1） 口林講 78，106～108
大　窪　　　勝 ヤチダモの庇陰効果と植栽密度

F30 吉　村健次郎 トドマツ天然生林に関する研究（第 日林北支講 16，24～26
真　鍋　逸　平大　窪　　　勝

1報）天然生林および択伐跡地の地

上部現存量について



本部苗畑地G
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新年驚執筆者名 論 文 名 誌　　名　巻　号　頁

1937 G1 尾　中　文　彦 樹木ノ肥大生長偏椅二関スル研究 京大演報 10，1～81

一
特ニアテノ形成ヲ併フ偏心生長

ノ原因的考察一

1940 G2 尾　申　文　彦 樹木の肥大成長特にアテの形成に及 日林講 昭和15年度，

ぼすHeteroauxinの影響に就て 98～99

1941 G3 尾　中　文　彦 樹木の肥大成長に対する成長素の意 日林講 昭和16年度，

義に就ての二，三の実験 47～53

1942 G4 尾　巾　文　彦 樹木の肥大成長と成長素の分布 n林誌 24（7），1～15

G5 佐藤　彌太郎 スギの細胞液滲透濃度に関する研究 口林誌 24（11），1～24

岡　崎　文　彬
柴　田　信　男

第2報’生長状態と滲透的に作用す

る物質との関係

1949 G6 尾　巾　文　彦 アテの研究 木材研究 1，1～88

1950 G7 岡　田　幸　郎 ヒマラヤシーダの花粉の発芽試験 口林講 昭和25年度，
森　川　広　暎 109～110

故
G8 尾　中　文　彦 樹木の肥大成長の縦断的配分 京大演報 18，1～53

故
G　9 尾　巾　文　彦 摘葉，摘芽，輪裁，光の遮断等の処 京大演報 18，56～95

理が常緑針葉樹の成長特に肥大成長

に及ぼす影響

G10 中　山　治　郎 樹木水耕に於ける通気量の影響 京大演報 18，98～110

1951 G11 長谷川　勝　好 メタセコイアの挿木に就いて 日林誌 33（7），239～243

G12 長谷川勝　好 メタセコイアの挿木に就いて 植物学雑誌 64（757－8），163

G13 新　田　1申　三 三色色度計による木材の色の測定 日林 33（11），376～379

G14 伊　佐　義　朗 京都大学演習林本部試験地・上賀茂 京大演彙 1，1～29

長谷川　勝　好 試験地植物誌　　　　　・H2と同じ

G15 柴　田　信　男 スギ，ヒノキ，アカマツの造林学的 京大演彙 2，19～32

取扱方に対する基礎的考察
・ H3と同じ

1952 G16 岡　崎　文　彬 トドマツおよびエゾマツ椎樹の水分 日林講 61，90～91

経済に関する二，三の実験



24　G一本部苗畑地

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1952 G17 上　田　弘一郎 竹の生理に就いての研究（第1報） 日林講 61，260～262
斉　藤　達　夫 地下茎の生長素及び貯蔵養分に就い

て

G18 岡　崎　文　彬 トドマツ，エゾマツおよびアカエゾ 京大演彙 3，9～13

マツ稚樹の水分経済に関する二・三

の実験

G19 長谷川　勝　好 Sequoia　Sempervirensの増殖に 京大演彙 3，30～36

ついて　一挿木苗養成の予備的試

験一

G20 浅　田　節夫 林木の挿木困難樹種に関する研究 信州大学 1，36～46

中　坪　賢　雄
長谷川　勝　好

（カラマツの挿木） 農学部
学術報告

1953

G21 上　田　弘一郎 竹の生理に関する研究（第丑報）マ 日林講 62，125～127
斉　藤　達　夫 ダケ地下茎及び筍の生長素について

G22 上　田　弘一郎 メタセコイアの生育温度と放射性燐 日林講 62，131～133
浅　野　二　郎 p32の吸収及び分布との関係につい

て（予報）

G23 上　田　弘一郎 Paper　Partition　Chromatography 日林関支講 2，13～14

斉　藤　達　夫 による針葉樹及び竹の生長素と生長

抑制物質の分離に就いて

G24 上　田　弘一郎 竹の生理学的研究　笹のp32の吸収 日林関支講 2，16～19
浅　野　二　郎 と分布（予報）

G25 上　田　弘一郎 竹林の立地学的研究（第二報）マダ 日林関支講 2，15～17
鈴　木　健　敬 ケ林土壊の化学的性質に就て

G26 長谷川勝　好 Metasequoiaとその近縁種属の接 日林関支講 3，24～25

木について（予報）

G27 斉　藤　達　夫 植物ホルモンより見たるセコイヤと 日林関支講 3，37～38

スギの挿木苗の婆瘤に就いて

・D19と同じ

G28 浅　野　二　郎 笹及び2，3樹種が示す放射性燐の吸 日林関支講 3，39～40

収と分布に関する特性の比較

1



G一本部苗畑地　25

発行年 難鱒者名1 論 文 名 誌　　名　巻　号　頁

1954　G29 岡　崎
柴　田
和　田

彬
男
彦

文
信
茂

稚樹の耐乾性に関する研究（第皿報）　日林講

土壌水分が稚樹の耐乾性に及ぼす影
響

63，161～164

G30　長谷川勝　好　メタセコイア挿木苗の根系とTR率
　　　近　衛　廉　也　について

日林誌　36（6），164～167

G31　長谷川 勝好　メタセコイアの挿木における水耕培
　　　　養とホルモン処理の影響

京大演報　24，55～62

1955　G32 岡

柴
和

彬
男
彦

文
信
茂

崎
田
田

稚樹の耐乾性に関する研究（第皿報）

スギおよびアカマツ稚苗の細根切断

が枝葉ならびに針葉の水分生理状態

に及ぼす影響

日林講　64，179～180

G33　斉藤達夫　メタセコイアさし木の発根とそれに
　　　吉　川　勝　好　含まれる植物ホルモンの推移（1）

口林講　64，200～201

G34　長谷川 勝　好　Metasequoia　とその類縁種属に関

　　　　する研究第1報接木苗の成育経過
　　　　から見た二，三の考察

日林関支講　5，10～12

G35 和　田　茂　彦 稚樹の耐乾性に関する研究（第W報） 日林関支講 5，58～60

土壌の乾燥がスギの稚苗の生理状態、、及ぼす影響　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1956 G36 四手井　綱　英 巣植が苗木の成長に及ぼす効果 口林講 65，162～164

G37 上　田　弘一郎 アイソトープP32の吸収と移動に関 日林講 65，176～177

真　鍋　逸　平 する研究（第6報）ササの葉面塗布
によるP32の移動について

G38 斉　藤　達　夫 林木に含まれる植物ホルモンについ 口林講 65，191～192

て（第1報）メタセコイアの芽にふ

1
くまれる植物ホルモン時期的変化

G39 和　田　茂　彦 稚樹の耐乾性に関する研究（第5報） 日林講 65，192～193
1

土壌の乾燥がスギ稚苗の炭水化物含

量に及ぼす影響

G40 吉　川　勝　好 Co8°の照射量が林木種子の発芽に及 日林関支講 6，4～5

ぼす影響（予報）

｜
11



26　G一本部苗畑地

発行年 驚鱒者名1 論 文 名 誌zl巻号頁

1956 G41 四手井綱　英 植栽密度と苗木のC，N含有量との 日林関支講 6，7～8
堤　　　利　夫只　木　良　也

関係

武　本　信夫

G42 四手井　綱　英 巣うえによる種間競争の緩和につい 日林関支講 6，8～9

只　木　良　也 て（予報）

G43 四手井　綱　英 クロマツの接木の活着率の時期的変 日林関支講 6，19～20

吉　川　勝　好
岡　田　　　滋

化及びポリエチレンバッグの効果に

ついて　　　　　　　…H13と同じ

G44 四手井　綱　英 苗畑土壊のミクロフロラと立枯病の 日林関支講 6．85

赤　井　龍　男 関係について

故
G45 甲　山　治　郎 林木落葉の分解に関与する土壌糸状 京大演報 25，1～34

菌について

1957 G46 和　田　茂　彦 林木稚苗の生育におよぼす銅の影響 日林講 67，143～144
辰　己　修　三 （予報）

G47 和　田　茂　彦 林木稚苗の生育におよぼすマンガン 日林講 67，145

の影響について（予報）

G48 四手井綱英 クロマツの接木の水分生理について 日林講 67，178～179
岡　出　　　滋

G49 四手井　綱　英 模型林分による間伐試験（1） 日林講 67，224～226

只　木　良也

G50 四手井　綱　英 稚苗立枯病の立地学的考察（1） 日林講 肌263～265
赤井　竜　男
石井　　弘

播種密度及び施肥と被害の関係

G51 赤　井　竜　男 稚苗立枯病の立地学的考察（2） 口林講 67，265～266

播種密度及び施肥を異にした苗畑土

壌中の糸状菌分布

G52 上　田　弘一郎 放射線および中性子照射と林木種子 u林関支講 7．1

吉　川　勝　好
飯　塚　宗　夫

の発芽

G53 四手井　綱　英 巣植えによる種間競争の緩和につい u林関支講 7，25～26
只　木　良　也 て（1）
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1957 G54 四手井綱英 巣植えにおける根のユ着が苗木の成 日林関支講 7，26～27

只　木　良　也 長に及ぼす効果

G55 上　田　弘一郎 竹の生理学的研究（4）ケネザサの 日林関支講 7，30～31

斉　藤　達夫
岡　本憲和

地下茎切断試験

G56 和　田　茂　彦 土壌および樹体中の微量要素含量に 日林関支講 7．32

関する研究（第1報）マンガン含量

について

G57 四手井　綱英 ブランコケムシの摂食量に関する一 日林関支講 7．44

古　野東　洲 考察

G58 吉　川　勝　好 稚苗立枯病に対するリオゲンダスト 日林関支講 7．46

赤　井　竜　男 の効果について

G59 四手井綱英 稚苗立枯病の立地学的考察（4） 口林関支講 7．47

赤　井　竜　男 有機質肥料の施用による影響

G60 四手井　綱英 稚苗立枯病の立地学的考察（5） 日林関支講 7，48～49

赤　井　竜　男 microfloraのcontrolについて

G61 四手井　綱英 降水中にふくまれる放射能物質によ 日林誌 39（5），183～184

岡　田　　　滋
吉　川　勝　好

る苗畑苗木の汚染について

G62 四手井　綱英 林木のサシ木に関する研究（第4報） 日林誌 39（6），221～224

小笠原　健　二 サシ穂の葉量の多少とホルモン処理

G63 四手井　綱英 林木のさし木に関する研究（第6報） 口林誌 39（9），339～342

小笠原　健二 採穂部位と発根との関係

G64 吉　川　勝　好 メタセコイアの開花について 日林誌 39（9），357～360

1958 G65 四手井綱英 林木のさし木に関する研究（第9報） 日林講 68，178～180

小笠原　健二 メタセコイアのさし根の発生位置と

小葉枝着生位置との関係

G66 四手井綱英 模型林木による間伐試験（No．2） 口林講 68，207～209

只　木　良　也

G67 四手井　綱英 葉重量と葉面積との関係 口林講 68，209～210

G68 四手井綱英 稚苗立枯病の立地学的考察（6） 日林講 68，238～239
赤　井　竜　男
石　井　　弘

まきつけ密度と被害の関係



28　G一本部苗畑地

　　　　論文
発行年
　　　　番号 執筆者名 論 文 名 誌　　名　巻　号　頁

1958　G69 四手井　綱　英　針葉樹稚苗の立枯病に対するミクロ
赤　井　竜　男　フロラのコントロ＿ルについて

G70　上　田　弘一郎　竹林の施肥試験（第3報）マダケ林
　　　上　田　晋之助　　に対する三要素試験について

G71　四手井　綱　英　林木の苗木に及ぼすジベレリンの影
　　　赤　井　龍　男　響

彦
好
郎

　
　

二

好
勝
堅

野
川
川

広
吉
衣

72G

好
夫
雄

勝
温
幸

川
上
森

吉
村
稲

73G

G74　四手井　綱　英
　　　赤　井　竜　男

メタセコイアとその近縁種属間のつ

ぎ木について一つぎ木後のつぎ穂及

び台木間の物質移動と水分関係一

マツ属のつぎ木からとった花粉なら

びにその親木花粉の人工発芽につい

て　　　　　　　……H35と同じ

立枯病に及ぼす土壌微生物の影響

G75　四手井　綱　英　林木の競争に関する研究（1）種間
　　　只　木　艮　也　競争に及ぼす巣うえの効果

G76　吉　川　勝　好

1959　G77　辰　巳　修　三

林木のつぎ木と育種への応用一つぎ

木が開花並びに栄養成長に及ほす影
響一一

林木稚苗の生理におよぼす亜鉛の影

響（第1報）葉面撒布における燐酸

の吸収におよぼす亜鉛の影響

G78　和　田　茂　彦　ふ入り葉に関する化学的研究

G79
買豫賛 模型林分による間伐試験（No．3）

口林講　68，　239～241

日林関支講　8，23～25

口林関支講　8，42～43

日林関支講　8，57～60

日林関支講　8，60～61

日林関支講　8，104～105

日林誌　40（8），325～331

京大演報　27，62～111

口林講　69，172～173

L」　十木　闘8　　6g，205～207

日　　↑木　言苫　　　6g，222～224

G80 四手井　綱　英 林分の生長にともなう個体順位の変 日林講 69，224～226
只　木　良　也 り方

G81 四手井　綱　英 スギ伏条の生態について 口林講 69，294～296
堤　　　利　夫
小泉　　　孟

・・ D38と同じ

G82 四手井　綱　英 針葉樹稚苗の立枯病に対するミクロ L｜林講 69，374～375
赤　井　竜　男 フロラのコントロールについて（2）

1



G一本部苗畑地　29

　　　　論文
発行年
　　　　番号 執筆者名 論 文 名

1959　G83　藤　本　幸　司 細胞液の季節変化に関する研究（第
1報）

G84　四手井　綱　英　アカマツ苗の摘葉試験〔1〕マツカ
　　　古　野　東　洲　　レハ被害の模型試験（予報）

G85　柴　田　信　男 防災面より見た森林構成に関する研

究（第4報）砂防工事地土壊に対す

る施肥と苗木の養分吸収量との関係

ならびに土壌の天然供給量に関する

考察

G86　和　田　茂　彦　樹木の無機成分に関する研究

G87　只　木　良　也
　　　四手井　綱　英

アキニレ林分の葉量の時期的変化

G88　四手井　綱　英　アカマツ実生苗の生長と形態

郎
好
雄

1弘
勝
幸

田
川
森

上
吉
稲

89G タケ科植物の花粉の形態と機能に関

する研究（皿）Dendrocalmus
Strictus外4種の花粉の形態並び
にマダケ花粉の人工発芽について

誌　　名　巻　号　頁

日　　木木　r溝　　　69，333～335

「1林講　69，385～386

口林講　69，436～438

口林関支講　9，53

口林関支講　9，60

日林関支講　9，66～67

日林関支講　9，71～72

G90　吉　川　勝　好　メタセコイアとその近縁種属間のつ　日林関支講　9，73～74
1
稲
森
幸
雄
1 ぎ木植物から得た花粉の機能につい

て

G91 四手井　綱　英 アカマツ苗の摘葉試験（ll）摘葉の 口林関支講 9，102～103
古　野　東　洲 強弱及び時期の成長に及ぼす影響

G92 四手井　綱　英 ジベレリンによるメタセコイア，ス 口林誌 41（8），312～315

赤　井　竜　男
1モi　　　Vii］　　　三二i　　　次

ギの開花について（第1報）

　　　　　　　　　　・D39と同じ

G93 只　木　良　也 林木の競争に関する研究（丑）スギ 口林誌 41（9），341～349

四手井　綱　英 苗で仕立てた模型林分での間伐試験

G94
藤
　
本
幸
　
司
1

林木稚苗の蒸散，吸水作用の口変化

および両作用に及ぼす外的環境因子

京大演報 28，1～12

［
の影響

　　lG95 ｜吉　川　勝　好
林木のつぎ木とその育種への応用 京大演報 28，37～54

村　上　温　夫
稲　森　幸　雄

（皿）マツ属のつぎ木植物から得た

花粉の機能について ｜
1H47と同じ



30　G一本部苗畑地

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1960 G96 上　田　弘一郎 竹類の生育におよぼす珪酸の影響に 口林講 70，205～206

上　田　晋之助
薬師寺　清雄

ついて　　　　　　　　・H57と同じ

G97 四手井綱　英 スギ，メタセコィアの開花に及ぼす 口林講 70，222～223

木　平　勇　吉
市　河　三　次

ジベレリン処理の適期について

G98 市　河　三　次 スギ，メタセコイアのジベレリン処 口林講 70，223～225

四手井　綱　英 理による開花と交配試験について

G99 稲　森　幸　雄 ジベレリン処理によるヒマラヤシー 口林講 70，225～228
吉　川　勝　好
四手井　綱　英

ダーおよびストローブマツのつぎ木

とその親木の花粉の発芽について

G100 吉　川　勝　好 林木のつぎ木とその育種への応用 日林講 70，260～265

稲　森　幸　雄
上　田　弘一郎

（皿）メタセコイアとその近縁種属

間のつぎ木利用による交雑試験

G101 古　野　東　洲 ムクノキ，エノキ苗の摘葉と以後の 口林講 70，329～330
四手井　綱　英 生長経過について

G102 吉　川　勝　好 Sequoiaの育種面からみた個体間の 日林関支講 10，60～61

稲　森幸　雄 特性について

G103 上　田　弘一郎 インド産Bambusa　arundinacea 日林関支講 10，61～62

吉　川　勝　好
稲　森　幸　雄

の乾燥種子に対するX線照射，コル

ヒチンおよび低温処理について

G104 古　野　東　洲 マツカレハ幼虫の摂食量について 日林関支講 10，116～117

四手井　綱　英

G105 只　木　良　也 森林の生産構造に関する研究（1） u林誌 42（12），427～434

四手井　綱英 アキニレ稚樹林における葉量の時期

的変化とその乾物生産

G106 古　野　東　洲 伸長期に切断されたアカマツおよび 日林誌 42（2），435～440

四手井　綱　英 クロマツ針葉の伸長について

G107 吉　川　勝　好 林木のつぎ木とその育種への応用 京大演報 2g，1～15

稲　森　幸　雄 （IV）Metasequoiaとその近縁種
属間のつぎ木植物から得た花粉の機
能について　　　　　　・H64と同じ



G一本部苗畑地　31

発行∋驚 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1960 G108 上　田　弘一郎 竹類の花粉の形態と機能に関する研 京大演報 29，17～32
吉　川　勝　好
稲　森　幸雄

究（DDendrocalamus　strictus
外4属5種の花粉の形態ならびにマ
ダケ花粉の人工発芽について

G109 上　田　弘一郎 Studies　on　the　Physiology　of 京大演報 30，3～167

Bamboo　　　　　　　・H68と同じ

G110 赤　井　龍　男 土壌微生物学的にみた稚苗立枯病の 信州大学農 2（3），280～353

研究 学部紀要

G111 小橋　澄治 樹木勇定刈込に関する研究皿秋期 造園雑誌 23（4），5～8

勇定のえいきよう

1961 G112 吉　川　勝　好 ジベレリン処理によるスギのクロー 日林講 71，155～158

稲　森幸雄
四手井　綱英

ンおよび地方品種の花芽の着生状況

と花粉の機能について

G113 菅　　　　誠 施肥密度試験（第1報）イイギリ苗 口林講 71，210～211

四手井　綱英 を用いた模型林分における施肥密度

効果

G114 四手井　綱　英 施肥密度試験（第2報）スギを用い 口林講 71，212～213
只　木　良　也
菅　　　　誠

た模型林分における施肥密度効果

G115 稲　森　幸　雄 マツ科植物の種間交雑における受精 口林講 71，218～220
吉　川　勝　好 について
上　田　弘一郎

G116 只　木　良　也 アカマツ幼樹を用いた模型林分にお 日林講 71，255～257

四手井綱　英 ける間伐試験

G117 上　田　弘一郎 マツ類の種間交雑にわける受精につ 口林関支講 11．3

吉　川　勝　好 いて（第3報）
稲　森幸　雄

G118 菅　　　　誠 林分葉量の季節的変化と幹の生産に 口林関支講 11．14

四手井綱英
井　上　雅　晴

ついて（予報）　（イイギリ苗の模型

林分による）

Gllg 藤　本幸　司 樹木の生理と生長に関する研究　1 日林関支講 11．21

同一条件下に生育するスギ苗にっい

て　その1



32　G一本部苗畑地

発行年 6冊

番号 執筆者名 論　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1961 G120 上　田　弘一郎 タケ類の育種学的研究　Bambusa 京大演報 33，107～136

吉　川　勝　好 arundinaceaおよびPhyllostachys
稲　森幸　雄 edulisのX一線その他の処理が種子

の発芽と生長におよぼす影響ならび

にマダケ（再生竹）ほか3属4種の交

雑について　　　　　　・H85と同じ

G121 上　田　弘一郎 マツ類の種間交雑における受精につ 京大演報 33，137～155
吉　川　勝　好
稲　森幸　雄

いて　H

1962 G122 吉　川　勝　好 アカマツのつぎ木における水分の上 口林講 72，221～223
真　鍋　逸　平 昇と組織の癒合経過について

G123 渡　辺　光太郎 ヤマザクラの自家不和合性について 日林関支講 12．31

吉　川　勝　好

G124 只　木　良　也 林木の競争に関する研究（皿）アカ 日林誌 44（5），129～139

四手井　綱　英 マツ幼樹を用いた小型林分での機械

的な間伐試験

G125 吉　川　勝　好 造園的価値としてのつつじ類の育成 造園雑誌 25（4），15～20

について

1963 G126 和　田　茂　彦 樹高測定誤差に関する研究（第3報） 日林講 74，66～67

梶　原幹　弘 シユピーゲル・レラスコープによる

距離測定について　　　・D67と同じ

G127 稲　森　幸　雄 マツ類の育種年限短縮に関する研究 日林講 74，243～246

（1）マツ類の球果成熟期間の短縮

について

G128 古　野　東　洲 アカマツの生育におよぼす摘葉の影 口林講 74，336～338
四手井　綱　英 響

G12g 上　出　晋之助 アカマツの生育におよぼす施肥効果 日林関支講 13，17～18

薬師寺　清雄 について　　　　　　・H105と同じ

G130 岩　坪　五　郎 施肥，無施肥区の林内雨に含まれる 口林関支講 13．20

丸　山　明　雄
堤　　　利　夫

養分について（予報）

G131 古　野　東　洲 広葉樹の摘葉試験一イイギリの例 目林関支講 13，29～30
四手井　綱　英

G132 池　本　彰夫 樹木の光周性に関する研究（5）ア 日林関支講 13．41

四手井　綱　英 カマツ育苗えの円長の応用

H107と同じ



G一本部苗畑地　33

発行年閨翻1 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1963 G133 辰　巳　修　三 樹体内の要素代謝におよぼす環境要 日林関支講 13．55

因の影響について　第皿報　（樹体

内に吸収されたCa45の日変化）

G134 辰　巳　修　三 樹体内の要素代謝におよぼす環境要 日林関支講 13，55～56

因の影響について　第IV報　〔昼間

時および夜間時におけるCa45の形
態変化について〕（予報）

G135 古　野　東　洲 マツカレハ幼虫の摂食量について 日林誌 45（11），368～374

G136 只　木　良也 数量的間伐に関する生態学的研究 京大演報 34，1～31

四手井　綱　英

1964 G137 吉　川　勝　好 サクラの自家不和合性について 日林講 75，219～222
渡　辺　光太郎

G138 池　本　彰夫 樹木の光周性に関する研究（6）ま 日林関支講 14，25～26

四手井　綱　英 きつけ期を異にした各地産アカマツ

1 の発育反応　　　　　・H123と同じ

G139
　　　　　　　1
篇手井綱劃

施肥・密度の個体の樹高順位におよ

ぼす影響について一トウネズミモ

日林関支講 14．27

チ苗による一

G140 上　田　弘一郎 吉野林業地帯における地力の維持と 日林関支講 14，32～33

堤　　　利　夫
柴　田　信　男

増進に関する研究一皆伐直後にお
ける土壌の理化学的性質の変化と表

層土壌の流亡についての一考察一

G141 辰　巳　修　三 林木のカルシウム代謝に関する研究 日林関支講 14，36～37

（第5報）スギの葉部別のカルシウ

ム異化作用について

G142 斉　藤　達夫 地表被覆紙（布）の効果に対する生態 日林関支講 14．55

薬師寺　清雄 学的考察（V）被覆紙（布）の構造と

土壌水分との関係　　・・J45と同じ

G143 古　野　東　洲 広葉樹の摘葉試験　トチウの例 日林関支講 14．70

G144 古　野東　洲 摘葉によるマツカレハ被害の模型試 日林誌 46（2），52～59

験

G145 渡　辺　光太郎 ヤマザクラの個体変異に関する研究 京大演報 35，39～109
今　村　駿一郎 （第1報）

吉川　勝　好



34　G一本部苗畑地

発行年麟1 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1964 G146 古　野　東　洲 林木の生育におよぼす食葉性害虫の 京大演報 35，177～206

影響　　　　　　　・H130と同じ

1965 G147 菅　　　　誠 葉量一幹量の相対生長関係におよ 日林講 76，169～171
四手井　綱　英 ぼす施肥の影響について一林分分

離型についての解析一

G148 稲　森幸　雄 マツ類の球果成熟期間の短縮につい 日林講 76，218～220
四手井　綱　英 て

G14g 吉　川　勝　好 Pinus　Mugoの当年生および1年 日林講 76，226～228
渡　辺　光太郎 生苗の開花と得られた花粉の機能に

ついて

G150 川那辺　三　郎 クロマツを上木としたスギの樹下植 日林関支講 15，26～27

四手井　綱　英 栽苗木の生長について

G151 吉　川　勝　好 セコイヤのつぎ木およびさし木クロ 日林関支講 15，48～49
渡　辺　光太郎

一 ンのジベレリン処理で得られた花
粉の機能

G152 斉　藤　達　夫 クロマツにふくまれる生長物質 日林関支講 15，53～55
薬師寺　清　雄 （皿）特にクロマツの芽にふくまれ

るIAAについて

G153 四手井　綱　英 アカマッおよびクロマツの核型分析 日林誌 47（8），271～274

諸見里　秀　宰 （1）

G154 古　野　東　洲 生育開始前の摘葉がアカマツの生 京大演報 36，85～97

長，とくにその年の上長生長におよ

ぼす影響

G155 吉　川　勝　好 ツシママツの遺伝と育種に関する研 京大演報 37，77～101
岡　田　幸　郎 究　第1報　母樹問におけるタネの

形質と発芽の差異

1966 G156 古　野　東　洲 生育開始前の全摘葉がアカマツの生 京大演報 38，15～25

育におよぼす影響

G157 川那辺　三　郎 陽光量と樹木の生育に関する研究 京大演報 38，68～75

四手井　綱　英 （1）カンレンボク（Camptotheca

acuminata　Decne）の庇陰効果に
およぼす密度の影響

G158 渡　辺　光太郎 ヤマザクラの個休変異に関する研究 京大演報 38，76～95

吉　川　勝　好 （第兀報）

今　村　駿一郎



G一本部苗畑地　35

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌司 巻　号　頁

1967 G159 稲　森幸　雄 マツ類の球果成熟期間の短縮につい

　　　　1日林講

78，152～154
四手井　綱　英 て（皿）

G160 河　原　輝　彦 森林土壌中の養分の季節変化につい 日林講 78，305～306

堤　　　利　夫 て（1）

G161 古　野　東　洲 アメリカシロヒトリの摂食量につい 日林関支講 17．44

て

G162 河　原　輝　彦 インキューベージヨンによる森林土 日林関支講 17，57～58

堤　　　利　夫 壌の無機態チツ素の変化

G163 堤　　　利　夫 土壌呼吸の実験室的な測定について 日林関支講 17，61～62

G164 大　畠　誠　一 切り取り前後の樹木の呼吸変化につ 京大演報 39，100～109

四手井　綱英 いて
辻　　　英夫
畠　山　伊佐男

G165 渡　辺　光太郎 サクラの変異と自家不和合性（英文） 植物学雑誌 80，257～260
吉　川　勝　好



上賀茂試験地H
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1942 H1 柴　田　信　男 アカマッ及びアカマッ林の生理・生 赤松林施業 1～37

態に関する2，3の実験結果 法研究論文
集

1951 H2 伊佐義朗 京都大学演習林本部試験地・上賀茂 京大演彙 1，1～29

長谷川　勝　好 試験地　植物誌　　　・G14と同じ

H3 柴　田　信　男 スギ・ヒノキ・アカマツの造林学的 京大演彙 2，19～32

取扱方に対する基礎的考察

・G15と同じ

1953 H4 鈴　木　健　敬 庇陰が笹の生長に及ぼす影響に就い 日林関支講 3，51～52

て

H5 伊　佐義　朗 外国産マツ属の育成経過 林業技術 140，23～26

1954 H6 上　田　弘一郎 ササ，その他2，3樹種のP32吸収及 日林講 63，168～170
浅　野　二　郎
真　鍋　逸　平

び分布に及ぼす照明の影響について

H7 斉　藤　達夫 マダケ地下茎における成長素の働き 日林講 63，170～172

について（第1報）

H8 真　鍋　逸　平 マダケとモウソウチクの地下茎から 日林関支講 4，14～16

出た根の放射性燐の吸収分布につい

て

H9 伊佐義朗 京都大学演習林　上賀茂試験地　樹 京大演彙 4，1～33

橋　本英　二 木誌

H10 伊　佐義　朗 京都大学演習林　上賀茂試験地　樹 京大演彙 5，1～41

橋　本英　二 木目録

1955 H11 上　田　弘一郎 タケノコの発生時期の遅速とその成 日林関支講 5，31～33

橋　本　英　二
渡辺　政　俊

育に関する研究（第1報）

H12 上　田　弘一郎 モウソウチク及びマダケの放射性燐 日林関支講 5，57～58

真鍋　逸平 の吸収と分布について

1956 H13 四手井綱英 クロマツの接木の活着率の時期的変 日林関支講 6，19～20

吉　川　勝　好
岡　田　　　滋

化及びポリエチレンバッグの効果に

ついて　　　　　　　　・G43と同じ

Hl4 上　田　弘一郎 マダケ・モウソウチクおよびクロチ 日林関支講 6，40～42
真　鍋　逸　平 クの幹に注入したP32の移動につい

て



38　H一上賀茂試験地

発行年
細文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 1誌名 巻　号　頁

1956 H15 上　田　弘一郎 ケネザサの時期による貯蔵澱粉の動 日林関支講 6，42～43
内　村　悦　三 きについて（第一報）

H16 上　田　弘一郎 タケノコの発生時期の遅速とその成 日林関支講 6，43～44

橋　本英　二
渡　辺　政　俊

育に関する研究（第2報）

H17 伊佐義　朗 外国産マッ類の挿木 林業技術 168，20～23

1957 H18 上　田　弘一郎 P32による樹竹の養分吸収と移動に 日林講 67，160～162
真　鍋　逸　平 関する研究（第8報）モウソウチク

の冬の間におけるP32の吸収と移動

について

H19 上　田　弘一郎 ケネザサの時期による貯蔵澱粉の動 日林講 67，172～173
内　村悦　三 きについて（第2報）

H20 斉　藤　達　夫 外国産マツの枝接と芽接について 日林関支講 7．4

橋　本英　二
伊　佐義　朗

H21 上　田　弘一郎 竹林の施肥試験第1報　ネザサを 日林関支講 7，19～20
斉藤　達　夫上　田　晋之助

用いた三要素試験について

H22 上　田　弘一郎
内　村悦　三

ケネザサの時期による貯蔵澱粉の動

きについて（第3報）下刈の時期別

日林関支講 7．31

試験

H23 上　田　弘一郎
真　鍋　逸　平

P32による樹竹の養分吸収と移動に

関する研究（第9報）モウソウチク

日林関支講 7，31～32

の伸びている筍と老令の幹に注入し

たP32の吸収と移動について

H24 上　田　弘一郎
橋　本英　二
渡　辺　政　俊

タケノコの発生時期の遅速とその成

育に関する研究（第皿報）

日林関支講 7．37

H25 四手井　綱　英赤　井　竜　男

石　井　　　弘

稚苗立枯病の立地学的考察（3）無
機質肥料の施用による影響

日林関支講 7．47

1958 H26 上　田　弘一郎
真　鍋　逸　平

P32による樹竹の養分吸収と移動に

関する研究（第10報）竹幹中のP82
日林講 68，148～150

の動きに及ぼす光の影響について

H27 一ヒ　田　弘一郎
斉　藤　達　夫内　村　悦　三

竹の生理学的研究（第5報）地下茎
の切断が新竹の成長と形状におよぼ

す影響について

口林講 68，150～151
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発行年麟1 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1958 H28 上　田　弘一郎 竹林の施肥試験（第2報）マダケ林 日林講 68，165～167
上　田　晋之助 に対する各種窒素肥料肥効比較試験

H29 四手井　綱　英 林木のさし木に関する研究（第9 日林講 68，178～180

小笠原　健二 報）メタセコイアのさし根の発生位

置と小葉枝着生位置との関係

H30 斉　藤　達夫 メタセコイアのさし木試験 日林講 68，180～181

橋　本英二
伊佐義　朗

H31 上　田　弘一郎 P92による樹竹の養分吸収と移動に 日林関支講 8，31～32

真　鍋　逸平
岡　本憲　和

関する研究（第11報）ホウライチク

（Leleba　multiplex）の発筍期にお

ける燐酸の動きについて

H32 上　田　弘一郎 竹の生理学的研究（第6報）梢切の 日林関支講 8，33～34

内　村　悦　三 程度が葉のつき方と面積におよぼす

影響

H33 橋　本英　二 アイグロマッ種子の重さのちがいが 日林関支講 8．45

中　井　　　勇 発芽及びその後の生育に及ぼす影響

H34 斉藤　達夫 メタセコイアさし木における発根と 日林関支講 8，56～57

橋　本英　二
上西博　巳

C－N　含有量の季節的変動に関する

考察（第1報）

H35 吉　川　勝　好 マツ属のつぎ木からとった花粉なら 日林関支講 8，60～61

村　上　温　夫 びにその親木花粉の人工発芽につい
稲　森幸雄 て　　　　　　　　　　・G73と同じ

H36 上　田　弘一郎 母竹の皆伐が新竹の発生と成長，お 日林関支講 8．82

渡　辺　政　俊 よび地下茎の伸長におよぼす影響
斉　藤　孝治郎 （第1報）

H37 小笠原健二 林木のさし木に関する研究 京大演報 27，32～61

H38 上　田　弘一郎 ササの生理，生態に関する考察 京大演報 27，112～129

内　村　悦三

H39 伊　佐義　朗 タケ類の観察 植物分類 17（6），184～186

地理

1959 H40 上　田　弘一郎 P82による樹竹の養分吸収と移動に 日林講 69，170～172
真　鍋　逸　平 関する研究（第12報）ホウラィチク

の幹に注入した燐酸の動きについて



40　H一上賀茂試験地

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1959 H41 上　田　弘一郎 タケ科植物の花粉の形態と機能に関 日林講 69，300～306
吉　川　勝　好
稲　森　幸　雄

する研究（1）マダケとタイミンチ
クの花粉の形態と人工発芽について

H42 池　本　彰夫 アカマッ稚苗の光中断効果 日林講 69，326～328

今　村駿一郎
浜　田　　稔

H43 上　田　弘一郎 P32による樹竹の養分吸収と移動に 日林関支講 g，58～59

真　鍋　逸　平 関する研究（第13報）クロチクの葉

からのP32の吸収について

H44 小笠原　健　二 アカマッの萌芽枝の発根（予報） 日林関支講 9，77～78

H45 上　田　弘一郎 母竹の皆伐が新竹の発生と生長，お 日林関支講 9，109～110

橋　本英　二
渡　辺　政　俊

よび地下茎の生長におよぼす影響
（第2報）

H46 上　田　弘一郎 竹林の肥培に関する研究（第1報） 京大演報 28，13～36
斉　藤　達　夫上　田　普之助

三要素試験について

H47 吉　川　勝　好 林木のつぎ木とその育種への応用 京大演報 28，37～54
村　上　温　夫
稲　森幸　雄

（皿）マツ属のつぎ木植物から得た

花粉の機能について……G95と同じ

H48 小笠原健二 マツ類のさし木に関する研究（第1 京大演報 28，64～67

報）クロマツのさし穂の葉量の多少

が発根に及ぼす影響

H49 小笠原　健　二 マツ類のさし木に関する研究（第2 京大演報 28，68～72

報）アカマツのさし木の発根に及ぼ

す母樹の年令の影響

H50 小笠原　健二 マッ類のさし木に関する研究（第3 京大演報 28，73～78

報）クロマツのさし木の発根に及ぼ

すホルモン処理の影響

H51 橋　本英　二二 メタセコイアさし木における発根に 京大演報 28，79～84
上　西　博　巳 及ぼすC，N含量の季節的変動に関

する考察（第1報）

H52 橋　本英　二 アイグロマツ種子の重さのちがいが 京大演報 28，85～89
中　井　　　勇 発芽およびその後の成長に及ぼす影

響

H53
1、　1

橋　本　英　二
中　井　　　勇

マツ属の成長休止期におけるさし木
の研究（予報）

京大演報 28，90～94
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発行年鶴執筆者名 論 文 名 誌　　名　巻　号　頁

1959　H54　小　橋　澄　治 Cotoneaster属について一その造
園的価値を中心として一

京大演彙　　6，　47～62

1960　H55　伊　佐　義　朗
　　　　　　村　上　温　夫

外国産マツ類の育成に関する研究　　日林講
（第1報）テーダマッの肥培に関す

る基礎的研究（1）

70，186～188

H56　上　田　弘一郎
　　　真　鍋　逸　平

P82による樹竹の養分吸収と移動に　日林講
関する研究（第14報）竹の桿から
葉へのP82の移動について

70，202～204

郎
助
雄

一
之

弘
晋
清

田
田
寺

　
　
師

上
上
薬

57H 竹類の生育におよぼす珪酸の影響に

ついて　　　　　……G96と同じ
日林講　70，205～206

H58　小笠原　健　二
　　　中　井　　　勇

アカマツのさし穂の水分関係 日林関支講10，21～22

H59　上　田
　　　真　鍋

弘一郎　P82による樹竹の養分吸収と移動に
逸　平　関する研究（第15報）（筍の中のP82

　　　　の動きについて）

日林関支講10，70～72

郎
助
雄

一
之

弘
晋
清

田
田
寺

　
　
師

上
上
薬

60H マダケの無機成分および窒素含有率

の季節的うつりかわりについて

日林関支講10，72～74

H61　橋　本　英　二
　　　村　上　温　夫

植穴の土壌の理学的性質について 口林関支講10，87～89

H62　橋　本英ニ　タケノコの形状と成竹となったとき
　　　渡　辺　政　俊　の形状との関係について

口林関支講10，139～140

H63　池　本　彰　夫 アカマッおよびリユウキユウマツ稚
苗の主軸伸長に関する日長と温度と

の影響

口林誌　42（5），172～175

H64　吉　川　勝　好
　　　稲　森　幸　雄

林木のつぎ木とその育種への応用

（IV）Metasequoiaとその近縁種
属間のつぎ木植物から得た花粉の機

京大演報　29，1～15

能について　　　　　　・G107と同じ

H65 上　田　弘一郎 母竹の皆伐が新竹の発生，成長およ 京大演報 29，129～139

橋　本英　二
渡　辺　政　俊

び地下茎の成長におよぼす影響

H66 上　田　弘一郎 竹林の肥培に関する研究（第皿報） 京大演報 29，140～161
上　田　晋之助 マダケ林において各種の窒素質肥料

を施用した場合の肥効比較試験につ

いて
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1960 H67 伊　佐義　朗 外国産マッ類の育成に関する研究 京大演報 29，162～180

村　上　温　夫
薬師寺　清雄

（第1報）テーダマツの肥培に関す

る基礎的考察

H68 上　田　弘一郎 Studies　on　the　Physiology　of 京大演報 30，3～167

Bamboo　　　　　　　・G109と同じ

1961 H69 上　田　弘一郎 P32による樹竹の養分吸収と移動に 口林講 71，181～184

真　鍋　逸　平 関する研究（第16報）竹稗（肉部）

に注入したP32の動きについて

H70 村　上　温　夫 外国産マツ属の育成に関する研究 口林講 71，193～195

橋　本英　二
伊　佐義　朗

（2）テーダマツの肥培に関する基
礎的考察（続報）

H71 古　野東　洲 マツノシンマダラメイガの加害につ 日林講 71，289～292

岡　本憲　和
四手井　綱　英

いて（1）加害マツ属について

H72 古　野　東　洲 マツノシンマダラメイガの加害につ 日林講 71，292～293

岡　本憲　和
四手井　綱　英

いて（丑）加害形態について

H73 上　田　弘一郎 マツ類の種間交雑における受精につ 口林関支講 11．3

吉　川　勝　好
稲　森幸　雄

いて（第3報）

H74 小笠原健　二 アカマツのサシキの発根にたいする 口林関支講 1輻6

母樹の個体性の影響

H75 堤　　　利　夫 雨水に含まれる養分について（予報） 口林関支講 11．16

丸　山　明　雄
岩　坪　五　郎

H76 上　田　弘一郎 マダケの年令別の枝葉量について 日林関支講 11．31

内　村　悦　三

H77 橋　本　英　二 不良モウソウ竹材林の改良試験（予 口林関支講 11．41

渡　辺　政　俊 報）タケノコの間引き試験

H78 古　野　東　洲 マツノシンマダラメイガの加害につ u林関支講 11．77

岡　本憲　和
四手井　綱　英

いて（皿）テーダマッの被害につい

て

H79 池　本　彰夫 当年生アカマツ稚苗の休眠打破に対 u林誌 43（5），162～165

する口長の影響（英文）
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1961 H80 上　田　弘一郎 竹林の開花枯死現象とその林相回復 京大演報 33，1～26

促進の対策　第二報　非開花竹の混

生林における竹の開花と一連りの地

下茎との関係　　　　・F11と同じ

H81 上　田　弘一郎 マダケの栄養要素含有率の季節的な 京大演報 33，55～66
上　田　晋之助
薬師寺　清　雄

うつりかわりについて

H82 上　田　弘一郎 竹林の肥培に関する研究（第皿報） 京大演報 33，67～78
上　田　晋之助
渡　辺　政　俊

2～3の竹種に対する施肥時期試験に

ついて

H83 上　田　弘一郎 竹類の生育におよぼす珪酸の影響に 京大演報 33，79～99
上　田　晋之助

ついて

H84 上　田　弘一郎
真　鍋　逸　平渡　辺　政　俊

マダマの竹桿にクロシウムを注入し

た場合の枯死の程度について

京大演報 33，101～105

H85 上　田　弘一郎 タケ類の育種学的研究　Bambusa 京大演報 33，107～136
吉　川　勝　好

稲　森幸雄
arundinaceaおよびPhyllostachys
edulisのX一線，その他の処理が種

子の発芽と生長におよぼす影響なら

びにマダケ（再生竹）ほか3属4種の

交雑について　　　・G120と同じ

H86 橋　本英　二
渡　辺　政　俊

タケノコ時代の形状と成竹となった

ときの桿の形状との関係について

京大演報 33，345～360

H87 小笠原　健二 クロマツ，アカマッのサシキの発根 京大演報 33，361～367

におよぼす用土の理学的性質の影響

H88 橋　本英二
伊　佐義　朗上　西　博　巳

外国産マッ類の育成に関する研究

（皿）テーダマツ幼齢期における根

系切断の影響

京大演報 33，368～382

1962 H89 真　鍋　逸平 P32にょる樹竹の養分吸収と移動に 日林講 72，166～167

関する研究（第17報）アカマツの切

った枝のP82の吸収について

H90 堤　　　利　夫丸　山　明　雄岩　坪　五　郎

森林内外の降水中の養分量について
（第1報）

日林講 72，175～177

H91 池　本　彰夫四手井　綱　英
樹木の光周性に関する研究（2）ア

カマツ稚苗の主軸伸長，冬芽形成，

口林講 72，185～187

絶乾重について



44　H一上賀茂試験地

発行年
。冊文

番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1962 H92 吉　川　勝　好 マツ類の種間交雑における受精につ 日林講 72，205～210

稲　森幸　雄 いて（IV）花粉のX一線処理および
球果の作用物質処理が雌雄配偶体の

発達におよぼす影響について

H93 上　山　昭　則 竹林病害に関する2，3の観察 口林講 73，230～232

赤　井　重　恭

安　村亜雄

H94 橋　本英　二 クロマツおよびアカマツ発芽種子に 口林関支講 12．38

稲　森　幸　雄
渡　辺　政　俊

対するX一線の影響

H95 丸　山　明　雄 樹幹流に含まれる養分について（予 日林関支講 12．52

岩　坪　五　郎
堤　　　利　夫

報）

H96 伊佐義　朗 テーダマツのミドリつぎの実験 林業技術 244，11～12

橋　本英　二

H97 柴　田　信　男 楕悪地における林地肥培の効果 山　　林 941，10～18

・ J37と同じ

1963 H98 和　田　茂　彦 樹高測定誤差に関する研究（第1 日林講 74，61～63
梶　原　幹　弘
兼　松　功　次

報）目測による誤差について

　　　　　　　　　　・D65と同じ

H99 梶　原　幹　弘 樹高測定誤差に関する研究（第2 口林講 74，63～65

兼　松功　次 報）2，3の測高器使用の際における

誤差について　　　　　・D66と同じ

H100 丸　山　明　雄 森林内外の降水中の養分量について 口林講 74，123～126

岩　坪五　郎
堤　　　利　夫

（第2報）樹幹流に含まれる養分に

ついて

H101 川那辺　三　郎 ヤマハンノキの庇陰効果について 日林講 74，169～170
四手井　綱　英

H102 池　本　彰　夫 樹木の光周性に関する研究（4）日 日林講 74，195～197
四手井　綱　英 長処理後のアカマツ稚苗の伸長にお

よぼすジベレリン処理効果 ｜

H103 梶　原　幹　弘 樹高測定誤差に関する研究（第4
1口林関支講

13．2

報）フリーハンド法による樹高曲線

1
｝

について

1



H一上賀茂試験地　45

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　　文　　　　名 誌　　名　　　　， 巻　号　頁

1963 H104 和　田　茂　彦 樹高測定誤差に関する研究（第5 日林関支講 13．3

報）測高器使用の際における誤差に

ついて

H105 上　出　普之助 アカマツの生育におよぼす施肥効果 口林関支講 13，17～18

薬師寺　清雄 について　　　　　　　・G129と同じ

H106 丸　山　朋　雄 森林内外の降水中の養分量について 日林関支講 13，19～20

岩　坪五　郎 （第3報）
堤　　　利　夫

H107 池　本　彰夫 樹木の光周性に関する研究（5）ア 日林関支講 13．41

四手井綱英 カマツ育苗えの日長の応用

G132と同じ

H108 吉　川　勝　好 林木のつぎ木とその育種えの応用 日林関支講 13．49

池　本彰夫
一

トネリコ属のつぎ木の生育にお

よぼす日長，温度の影響（V）

H109 橋　本英　二 マツ類のサシキにおける環境が発根 日林関支講 13．57

渡　辺政　俊 におよぼす影響　第1報　用土の理
中　井　　　勇 学性と発根との関係について

H110 橋　本英　二 マツ類のサシキにおける環境が発根 日林関支講 13．58

渡　辺　政　俊 におよぼす影響　第2報　サシキ床
中　井　　　勇 の水分量と発根との関係について

H111 橋　本　英　二 マッ類のサシキにおける環境が発根 日林関支講 13，58～59

中　井　　　勇 におよぼす影響　第3報　光量の多
渡　辺　政　俊 少と発根との関係について

H112 岩　川　　治 車両の走行速度と振動加速度との関 口林関支講 13．82

係　　　　　　　　　　　　・D74と同じ

H113 池　本　彰夫 樹木の光周性に関する研究一アカマ u林誌 45（6），174～180

四手井　綱　英 ツ稚苗の発育に対する口長処理の有

効期および処理期間一（英文）

H114 橋　本英　二 特殊なさし木床におけるマッさしき 日林誌 45（9），302～305

渡　辺　政　俊
中　井　　　勇

の実験（その1）

H115 稲　森　幸　雄 クロマツわよびアカマツの吸水種子 京大演報 34，97～106

i

橋　本英　二
1渡辺政俊

に対するX一線の影響

　



46　H・一上賀茂試験地

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1963 H116 古　野　東　洲 外国産マツ属の虫害に関する研究 京大演報 34，107～125

岡　本憲　和
四手井　綱　英

第1報　マツノシンマダラメイガに

ついて

H117 渡　辺　弘　之 Cotoneasterを加害するルリカミキ 京大演報 34，127～132

古野東　洲
四手井　綱　英

リについて

H118 橋　本　英　二 マッ属のつぎ木実験 林業技術 260，28～29

伊佐　義　朗
渡　辺　政　俊

1964 Hllg 川那辺　三　郎 アキニレの庇陰効果について 口林講 75，347～349
四手井　綱　英

H120 岩　川　　治 林道路面の形状と車両の振動加速度 口林講 75，556～557
高　田　長　武 について　　　　　　　・D77と同じ

H121 川那辺　三　郎 イイギリの庇陰効果について 日林関支講 14，17～18
四手井　綱　英

H122 橋　本英二 マツ類のさし木における環境が発根 日林関支講 14，23～24
渡　辺　政　俊
中　井　　　勇

におよぼす影響（第4報）噴霧装置

によるさしほの発根について

H123 池　本　彰夫 樹木の光周性に関する研究（6） 口林関支講 14，25～26
四手井　綱　英 まきつけ期を異にした各地産アカマ

ツの発育反応　　　　・G138と同じ

H124 岩　坪　五　郎 森林内外の降水中の養分量について 日林関支講 14．35

堤　　　利　夫
丸　山　明　雄

（第4報）

H125 橋　本　英　二 ササ地におけるテーダマツの造林試 日林関支講 14，51～52
渡　辺　政　俊
中　井　　　勇

験

H126 安　藤　辰　夫 森林の落葉落枝層と土壌層から分離 口林関支講 14．63

四手井　綱　英 された土壊糸状菌

H127 岩　川　　　治 振動加速度の測定条件間の交互作用 日林関支講 14，80～81

について　　　　　　　・D80と同じ

H128 渡　辺　政　俊 マツ類のさしきの発根に関する研究 京大演報 35，1～18
中　井　　　勇
橋　本　英二

第1報　発根に及ぼす2，3の環境因

子について



H－・上賀茂試験地　47

発行年
論文｝番号

執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1964 H12g 小笠原健二 林木のさしきに関する研究一とく 京大演報 35，19～38
四手井　綱　英 に，植物ホルモンのバランスと発根

との関係一

H130 古　野　東　洲 林木の生育におよぼす食葉性害虫の 京大演報 35，177～206

影響　　　　　　　・・G146と同じ

H131 古　野　東　洲 外国産マツ属の虫害に関する研究 京大演報 35，207～216
岡　本　憲　和 第2報　マツカレハ幼虫の摂食につ

いて

H132 伊　佐義　朗 京都大学演習林　上賀茂育種試験地 京大演集 7，1～52

橋　本　英　二 樹木目録

1965 H133 正　垣幸　造 森林内外の降水中に含まれる養分量 日林講 76，110～112

岩　坪五　郎 について（皿）葉からの養分溶脱に
堤　　　利夫 ついての実験

H134 斉　藤　秀　樹 クローネの大きさと幹の形について 日林講 76，164～167

四手井　綱　英

一
幹材積生長量の垂直配分一

H135 川那辺　三　郎 トウネズミモチの庇陰効果について 日林講 76，167～168

四手井　綱　英

H136 池　本　彰夫 樹木の光周性に関する研究（W） 口林講 76，216～218
四手井　綱　英 トドマッ稚苗の生長に対する口長処

理の有効期

H137 古　野　東　洲 テーダマツの生育におよぼす全摘葉 日林講 76，387～388

の影響（1）摘葉当年の生育にっい
て

H138 岩　坪　五　郎 森林内外の降水中の養分量について 日林関支講 15，12～13

堤　　　利夫 （V）ステンレス・スクリーンを通

過した降水の量，養分量の変化につ

いて

H139 菊　沢　喜八郎 燥煙剤による，森林無背椎動物の密 日林関支講 15，16～17

四手井　綱　英 度および現存量の推定方法について

H140 中　井　　　勇 マッ類の種間交雑に関する研究（第 日林関支講 15，39～40

稲　森　幸　雄
藤　本　博　次

1報）クロマツ×リユウキユウマツ

F1雑種の形態的特性について

H141 斉　藤　秀　樹 クローネの変化と樹形の関係につい 日林関支講 15，40～41

四手井　綱　英 て



48　H一上賀茂試験地

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1965 H142 池　本　彰夫 樹木の光周性に関する研究（8） 日林関支講 15，49～51
四手井　綱　英
田　中　弘　之

外国産マツ属の口長反応

H143 古　野東　洲 薬剤によるマツノシンマダラメイガ 日林関支講 15，98～99

の防除試験

H144 川那辺　三　郎 陽光量と樹木の生育に関する研究 日林誌 47（1），9～16

四手井　綱　英 （1）2，3の落葉広葉樹苗木の庇陰

効果について

H145 岩　川　　　治 林道路面の良否判定に関する研究 京大演報 36，1～21

D86と同じ

H146 丸　山　明　雄 森林内外の降水中の養分量について 京大演報 36，25～39

岩　坪五　郎
堤　　　利　夫

（第1報）

H147 渡　辺　政　俊 テーダマツの造林学的研究（第1 京大演報 36，133～142
中　井　　　勇橋　本　英　二

報）ササ地内の生長におよぼす地持

の影響

H148 渡　辺　政　俊 マツ類のさしきの発根に関する研究 京大演報 36，143～151
中　井　　　勇

橋　本英二
第2報　噴霧装置によるアカマツの
発根効果について

H149 中　井　　　勇 京都大学上賀茂試験地における外国 京大演集 8，1～34

伊　佐義　朗
橋　本　英　二

産マッ類の生育について

H150 伊　佐　義　朗 サワラの新幼形タマヒムロについて 植物分類 21（5－6），

地理 161～164

1966 H151 岩　坪　71：郎 森林内外の降水中の養分量について 日林関支講 16，19～20

堤　　　利　夫 （第Ml報　樹幹流量について）

H152 川那辺　．．郎 ウバメカシの庇陰効果について（」フ 日林関支講 16，58～59

四手井　綱　英 報）

H153 渡　辺　弘　之 アカマツ，フナ供試木の重量減少と 京大演報 38，1～14

それに関与した動物……D99と同じ

H154 池　本　彰　夫 樹木の光周性に関する研究　アカマ 京大農紀要 88，49～64
四手井　綱　英 ッの育苗期間短縮への光周性の利用

（英文）

1967 H155 川那辺　三　郎 種々の光のもとにおけるアカマツ苗 日林講 78，98～100
四手井　綱　英 の生長について



H一上賀茂試験地　49

発行年
論
番
号 執筆者名 論　　　文　　　　名 誌∋ 巻　号　頁

1967 H156 古　野東　洲 テーダマツの生育におよぼす全摘葉 日林講 78，177～179

の影響（皿）摘葉後2年間の生育に

ついて

H157 上　田　晋之助 スラッシユマツの造林木に対する肥 臼林講 78，293～295
渡　辺　政　俊 培の効果について（工）とくに肥料

の施用時期と方法のちがいによる生

長量の差について

H158 岩　坪　五　郎 森林内外の降水中に含まれる養分量 日林講 78，303～304
堤　　　利　夫 について（W）

H159 堤　　　利　夫 森林の土壌呼吸に関する研究（1） 日林講 78，306～308
千　葉　喬　三 ・ D103と同じ

H160 中　井　　勇 マツ類の交雑育種に関する研究（皿） 日林関支講 17．18

藤　本　博　次
稲　森　幸雄
伊　佐義　朗

クPマツ×アカマツ雑種の針葉外，

内部形態について

佐　野　宗　一

H161 池　本　彰夫 マッ属稚苗の生長について 日林関支講 17，29～30
渡　辺　政　俊
伊　佐　義　朗

H162 岩　坪　五　郎 森林内外の降水に含まれる養分量に 日林関支講 17，56～57
堤　　　利　夫 ついて（W）流出水に含まれる養分

について

H163 渡　辺　政　俊 マツ属22種のさしほの発根について 日林誌 49（4），162～165

巾　井　　　勇
藤　本博　次

H164 岩　川　　治 運材車両の車輪による最大接地圧の 日林誌 49（9），349～355

滝　本　義　彦 推定に関する研究・・…D110と同じ

H165 千　葉　喬　三 森林の土壌呼吸に関する研究（1） 京大演報 39，91～99

堤　　　利　夫 土壌呼吸と気温との関係について

D113と同じ

H166 岩　坪　五　郎 森林内外の降水中の養分量について 京大演報 39，110～124

堤　　　利　夫 （第2報）

H167 中　井　　　勇 マッ類の交雑育種に関する研究（1） 京大演報 39，125～143

藤　本博次
稲　森　幸雄
伊　佐　義　朗

クロマツの種内交雑ならびに他のマ

ツ類数種との種間交雑の可能性

佐　野　宗　一



50　H一上賀茂試験地

発行∋薮 執筆者名 論　　　文　　　　名 惨名 巻　号　頁

1967 H168 中　井　　　勇 マッ類の種間交雑に関する研究一受 林業技術 299，25～27

藤　本博　次
伊　佐義　朗

粉時期およびその回数と種子稔性の

関係一

H169 佐　野　宗　一 京都大学上賀茂試験地における外国 山　　林 997，33～39

産マッ類の成績

1
1



徳山試験地
1



1一徳山試験地　51

発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1953 11 柴　田　信　男 タンニンアカシアに関する2・3の 日林関支講 2，48～51

考察（其一）タンニン含有量につい

て　　　　　　　　　　・J3と同じ

1960 12 堤　　　利　夫 産地別に植えたスギ苗に対する施肥 日林講 70，188～190

四手井　綱　英
柴　田　信　男

岡　本省吾

効果について（1）

　　　　　　　・D42，　J21と同じ

1965 13 佐　野　宗　一 徳山試験地内自生並に植栽植物目録 京大演集 8，35～78

岡　本省吾

14 古　野　東　洲 マツノシンマダラメイガに食害され 森林防疫 14（12），7

る外国産マッ類（続） ニユース

・J48と同じ

1967 1　5 斉　藤　秀　樹 メタセコイア幼令林の現存量などに 日林関支講 17，77～78

四手井　綱　英
ついて
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1948 J1 柴　田　信　男 有望視せらるるタンニンアカシアに 山　　林 774，5～12

ついて

J2 柴　田　信　男 有望視せらるるタンニンアカシアに 山　　林 775，17～20

就て（続）

1953 J3 柴　田　信　男 タンニンアカシアに関する2・3の 日林関支講 2，48～51

考察（其一）タンニン含有量につい

て　　　　　　　　　　・11と同じ

1954 」4 柴　田　信　男 アカマツ林の肥培に関する2，3の実 アカマツに 1～16

験的考察 関する研究
論文集

1956 J5 柴　田　信　男 林木肥培に関する研究　第1報 日林関支講 6，28～29

各種肥料の単用試験の一端

」6 柴　田　信　男 ユーカリ類の造林に関する2～3の考 京大演報 26，1～9

吉　川　勝　好 察（1）ユーカリの成長と土壌型及

び施肥との関係

1957 J7 柴　田　信　男 林地施肥に関する研究　第3報　ク 口林関支講 7．21

ロマツに対する施肥方法と針葉中の

三要素含有率について

J8 辰　巳　修　三 林木稚苗の生育におよぼす銅の影響 日林関支講 7．25

第2報

J9 柴　田　信　男 林地施肥に関する研究（第2報）ア 日林関支講 7，32～33

カマツに対する林地施肥試験の1例

1958 J10 菅　原　　聡 輪尺による直径調査における偶然測 日林講 68，42～43

定誤差について（第1報）偶然測定
誤差の大きさ　　　　・・D30と同じ

J11 菅　原　　聡 輪尺による直径調査における偶然測 日林講 68，43～44

定誤差について（第皿報）測定個所

を示すことによって偶然測定誤差を

減少し得る　　　　　・D31と同じ

J12 柴　田　信　男 林木に対する葉面撒布剤並にその生 日林関支講 8，17～19

上　巾　幸治 理成長に及ぼす影響に関する研究

（第1報）グロブラス・ユーカリに

対する葉面撒布剤の影響

J13 柴　田　信　男 石灰窒素の林地・苗畑への適用に関 日林関支講 8，20～21

上　中　幸治 する研究　其1　床替苗に対する石
灰窒素の薬害とその廻避について
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌∋ 巻　号　頁

1958 J14 柴　田　信　男 石灰窒素の林地・苗畑への適用に関 日林関支講 8，22～23

上　申　幸治 する研究　其2　造林木に対する石
灰窒素の薬害とその廻避について

1959 J15 柴　田　信　男 林木に対する葉面撒布剤並びにその 日林関支講 g，56～57

上　中　幸治 生理成長に及ぼす影響に関する研究

（第2報）メタセコイア挿木苗に対

する各種葉面撒布剤の影響（予報）

J16 柴　田　信　男 石灰窒素の林地・苗畑への適用に関 日林関支講 g，85～87

上　中　幸治 する研究　其4　造林木に対する肥
効について

J17 柴　田　信　男 石灰窒素の林地・苗畑への適用に関 日林関支講 9，97～98

上　中　幸治 する研究其3　シダ枯殺に関する
試験

J18 柴　田　信　男 ユーカリの造林に関する2・3の考 日林関支講 9，113～114

察（第2報）ユーカリの成長量査定
に関する資料

」19 柴　田　信　男 林地施肥に関する研究（第4報）施 日林講 69，196～199

肥量と苗の要素含有量との関係

1960 J20 柴　田　信　男 林地施肥に関する研究（第V報）肥 日林講 70，183～186

料の形態と肥効との関係について
（1）

」21 堤　　　利　夫 産地別に植えたスギ苗に対する施肥 日林講 70，188～190
四手井綱　英 効果について（1）
柴　田　信　男

岡　本省吾
・ D42，12と同じ

J22 柴　田　信　男 植栽密度に関する2－3の考察（第1報） 日林関支講 10，40～42

クロマツの植栽密度と成長との関係

J23 柴　田　信　男 石灰窒素の林地・苗畑への適用に関 日林関支講 10，89～91

上　中　幸治 する研究（其5）再び苗畑における

石灰窒素の薬害回避について

J24 柴　田　信　男 石灰窒素の林地・苗畑への適用に関 日林関支講 10，91～93
上　中　幸　治 する研究（其6）シダ枯殺のため撒

布した石灰窒素の植栽木の成長に及

ぼす影響について

J25 柴　田　信　男 林地施肥に関する研究（第VI報）施 日林関支講 10，93～95
上　中　幸治 肥方法・施肥量と肥効との関係（予

報）
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1960 J26 柴　田　信　男 林木稚苗の栄養生理に関する研究 京大演報 29，181～206

（第V皿報）スギ，ヒノキ，アカマツ

及びクロマツ稚苗における肥料要素

含有量に関する2－3の綜合的考察

1961 J27 柴　田　信　男 林木肥培に関する研究（ijVII報）施 日林講 71，186～189

肥量と床替密度が苗木の生長ならび

に形質におよぼす影響について（1）

J28 柴　田　信　男 アカシアモリシマの造林法について 日林関支講 11，38～39

小倉　政市
上　中　幸治
大　橋　照　夫

J29 柴　田　信　男 林木施肥試験　第w報　クロマッに 日林関支講 11．56

上　中　幸治
大　橋　照　夫

対する施肥試験結果

J30 柴　田　信　男 植栽密度試験について一6年生ク 林業技術 228，4～8

ロマツ林に見られた密度の影響を中

心として一

J31 柴　田　信　男 石灰窒素の林地・苗畑への適用に関 京大演報 33，383～424

上　中　幸治
小　倉政市

する研究

1962 」32 柴　田　信　男 地表被覆紙（布）の効果に関する生態 日林講 73，156～159

上　中　幸治
大　橋照　夫

的考察（工）地温，接地気層の温
度及び湿度並に土壌水分などの点よ
り

J33 柴　田　信　男 地表被覆紙（布）の生態的効果に対す 日林関支講 12．22

上　中　幸　治
大　橋　照　夫

る考察（第皿報）被覆紙の色につい

て

J34 柴　田　信　男 林木施肥に関する研究（第W報）植 日林関支講 12．57

上　中　幸　治

大　橋照失
穴の大きさの施肥量と肥効の関係

J35 柴　田　信　男 林木施肥に関する研究（第IX報）要 日林関支講 12．58

上　中　幸　治

大　橋照夫
素の形態と肥効について（3）スギ

J36 柴　田　信　男 林木施肥に関する研究（第X報）テ 日林関支講 12．59

上　中　幸治
大　橋照　夫

一 ダ及びスラッシユマツにおける植

栽密度と肥効との関係

J37 柴　田　信　男 癖悪地における林地肥培の効果 山　　林 941，10～18

・ H97と同じ
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発行年
論文
番号 執筆者名 論　　　文　　　名 誌　　名 巻　号　頁

1963 J38 柴　田　信　男 林木肥培に関する研究（X皿報）施 日林講 74，144～148
上　中　幸　治 肥量と床替密度が苗木の生長ならび

に形質におよぼす影響（2）スギ（続）

J39 柴　田　信　男 枯殺剤の植生に及ぼす影響に対する 日林関支講 13，61～62

伊　佐義　朗
鬼　石　長　作
上　中　幸　治

生理・生態的研究（1）各種薬剤の
枯殺効果について（予報）

湯　浅　輝　和
二　村　一　男

J40 柴　田　信　男 地表被覆紙（布）の効果に対する生態 日林関支講 13，62～63

上　中　幸治
湯　浅　輝　和

的考察（皿）被覆紙（布）の色相と温

度との関係について（2）

」41 柴　田　信　男 地表被覆紙（布）の効果に対する生態 日林関支講 13，63～64

上　申　幸　治 的考察（IV）被覆紙の色相と地温と

の関係

J42 柴　田　信　男 林木施肥に関する研究　第XI報 京大演報 34，65～79
一ヒ　中　幸　治

小　倉　政　市
肥料要素の形態に関する研究（4）

」43 柴　田　信　男 林木施肥に関する研究（第孤報） 京大演報 34，80～96

上　中　幸　治
大　橋　照　夫

施肥時期別試験

1964 J44 斉　藤　達　夫 枯殺剤の植生に及ぼす影響に対する 日林関支講 14．54

上　巾　幸　治 生理生態学的研究（n）各種薬剤の
枯殺効果について

J45 斉　藤　達　夫 地表被覆紙（布）の効果に対する生態 日林関支講 14．55

薬師寺　清　雄 学的考察（V）被覆紙（布）の構造と

土壊水分との関係・・…G142と同じ

J46 柴　田　信　男 林木稚苗の生育に及ぼす密度と施肥 京大演報 35，127～156
上　中　幸　治 量の影響

1965 J47 斉　藤　達　夫 アカシアの育種に関する研究一臼 日林関支講 15，38～39
吉　川　勝　好
上　中　幸　治

浜試験地におけるアカシアの開花期

と交雑試験一

」48 吉　野東　洲 マッノシンマダラメイガに食害され 森林防疫 14（12），7

る外国産マツ類（続）　・14と同じ ニユース

1967 J49 斉　藤　達　夫 導入樹種の育成に関する環境学的考 日林講 78，295～297
柴　田　信　男
薬師寺　清　雄

察（1）テーダマツの植栽密度と施
肥が土壊におよぼす影響について　　　　　　　　　　　　　　　　1

I　　　　　　　l
1
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発行年霧執筆者名 論 文 名 誌　　名　巻　号　頁

1967 」50 斉　藤　達夫薬師寺　清　雄 地表被覆紙（布）の効果に対する生態

学的考察（VI）地表被覆による土壌

物理性，化学性維持効果について

日林関支講 17，60～61
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H93，

G51，110，　D39（Gg2），　G44，50，58，59，60，68，69，71，

74，82，H25，

G20，

D73，

G28，　G22，24，　H6，

D90，　E2，　H126，
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H34，51，88，
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D51，　D43，46，52，56，　H15，19，22，27，32，38，76，

H93，
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　　　　　マッ属の成長休止期におけるさし木の研究（予報）（90～94）・……・一…　橋本英二・中井勇

第29号　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・・……………・…・・……………・・…・………　1960

　　　　　林木のつぎ木とその育種への応用（IV）Metasequoiaとその

　　　　　近縁種属間のつぎ木植物から得た花粉の機能について（1～16）………吉川勝好・稲森幸雄

　　　　　竹類の花粉の形態と機能に関する研究（兀）Dendrocalamus　strictus

　　　　　　外4属5種の花粉の形態ならびにマダケ花粉の人工発芽について（17～32）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田弘一郎・吉川勝好・稲森幸雄

　　　　　京都大学北海道演習林におけるヤチダモの育林学的研究　ヤチダモの

　　　　　　育林に関する基礎研究（第1報）（天然生ヤチダモ老令林の生育

　　　　　　　　　　　　　　状況について）（33～64）………　中江篤記・酒瀬川武五郎・辰巳修三

　　　　　芦生演習林スギ天然林の施業計画に関する基礎資料　第IV報　芦生演習林

　　　　　　天然スギ幹材からの利用材積とその品等について（65～93）・・一　伊藤駒太郎・植野勘治

　　　　　芦生演習林スギ天然林の施業計画に関する基礎資料　第V報

　　　　　　天然生スギ林における単木の成長経過に関する2－3の考察（94～111）　　柴　田　信　男

　　　　　竹の切断試験　地下茎または幹と枝葉の切断が竹の生育におよぼす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響について（112～128）………　内村悦三・上田弘一郎

　　　　　母竹の皆伐が新竹の発生，成長および地下茎の成長におよぼす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　影響（129～139）………　上田弘一郎・橋本英二・渡辺政俊

　　　　　竹林の肥培に関する研究（第皿報）マダケ林において各種の窒素質

　　　　　　肥料を施用した場合の肥効比較試験について（140～161）……　上田弘一郎・上田晋之助

　　　　　外国産マツ類の育成に関する研究（第1報）テーダマツの肥培に

　　　　　　　　　　　　　関する基礎的考察（162～180）………　伊佐義朗・村上温夫・薬師寺清雄

　　　　　林木稚苗の栄養生理に関する研究（第W報）スギ，ヒノキ，アヵマッ

　　　　　　　及びクロマツ稚苗における肥料要素含有量に関する2－3の綜合的考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（181～206）　・…　一・一■

　　　　　架空索道の荷重点の速度について（207～211）・・…

　　　　　On　the　Probabilities　of　a　waitingtime　between　the　Landworkers

　　　　　　　and　Tractor・transportations　in　the　Landing　and　Loggingwork．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（212～218）………

第30号
　　　　　Studies　on　the　Physiology　of　Bamboo（3～167）…

第31号　……・

　　　　　朝鮮智異山の植物目録（1～186）

第32号

柴　田　信　男

佐々木　　　功

神　崎　康　一

　　　　　1960

上　田　弘一郎

　　　　　1961

岡　本　省　吾

　　　　　1961



68　演習林報告日録

　　　　　京都大学北海道演習林にわける｛tヤチダモ”の育林学的研究　第1報

　　　　　　ヤチダモ壮令林における林分構造成長経過並びに植生型について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1～20）………　中江篤記・辰己修三・酒瀬川武五郎

　　　　　京都大学北海道演習林におけるttヤチダモ”の育林学的研究　第皿報

　　　　　　　　　　　　　萌芽性ヤチダモの成長量について（21～32）………　申江篤記・辰己修三

　　　　　木材乾燥応力の一測定法について（33～42）・…………・・…………　高橋徹・山田正・梶田茂

　　　　　山くずれの力学的研究（43～97）……………・…・…………・…一・・…………　武　居　有　恒

　　　　　運動場走路の構造に関する研究（98～168）…………………………………　新　田　伸　三

第33号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1961

　　　　　竹林の開花枯死現象とその林相回復促進の対策　第二報　非開花竹の混生

　　　　　　　　　林における竹の開花と一連りの地下茎との関係（1～26）………　上　田　弘一郎

　　　　　原生竹林の更新とその生態学的研究（27～54）……………・…・…・……　上田弘一郎・沼田真

　　　　　マダケの栄養要素含有率の季節的なうつりかわりについて（55～66）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田弘一郎・上田晋之助・薬師寺清雄

　　　　　竹林の肥培に関する研究（第皿報）2～3の竹種に対する

　　　　　　　　　　　施肥時期試験について（67～78）………　上田弘一郎・上田晋之助・渡辺政俊

　　　　　竹類の生育におよぼす珪酸の影響について（79～99）……………　上田弘一郎・上田晋之助

　　　　　マダケの竹桿にクロシウムを注入した場合の枯死の程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　について（101～105）………　上田弘一郎・真鍋逸平・渡辺政俊

　　　　　タケ類の育種学的研究Bambusa　arundinaceaおよびPhyllostachys

　　　　　　edulisのX一線その他の処理が種子の発芽と生長におよぼす影響な

　　　　　　らびにマダケ（再生竹）ほか3属4種の交雑について（107～136）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田弘一郎・吉川勝好・稲森幸雄

　　　　　マツ類の種間交雑における受精について　1［（137～155）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田弘一郎・吉川勝好・稲森幸雄

　　　　　木竹材の異方的収縮に関する研究（157～173）……………・…・……………・中　戸　莞　ご

　　　　　スギの樹皮率について（174～179）………一・……………………………　岡崎文彬・梶原幹弘

　　　　　土壊試料の調整と分析誤差に関する2，3の考察（180～186）…………　岡崎文彬・和田茂彦

　　　　　林木落葉の分解について（皿）（187～198）……………一・・堤利夫・岡林巌・四手井綱英

　　　　　斜面急速緑化工法に関する研究　1一タネ吹付工法を中心とする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　某礎的実験一（199～226）………　新田伸三・小橋澄治

　　　　　芦生演習林における伐木集材作業行程（227～240）………………・一………　神　崎　康　一

　　　　　山くずれの実験的研究（第1報）（241～254）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤隆一・武居有恒・大手桂二・中島力・橋本明

　　　　　国有林の産物販売制度と地元産業一一木曾谷の事例を巾心として一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（255～266）………　半　田　良　一

　　　　　木材に対する液体浸透機構の解剖学的解釈（綜説）　（267～274）…………　貴　島　恒　夫

　　　　　木材のレオロジーに関する研究（V）一脱リグニン及び酸加水分解の

　　　　　　　　　　　　　　　動的弾性率に及ぼす影響一（275～284）………　石原茂久・山田正

　　　　　京都大学北海道演習林におけるヤチダモの育林学的研究　第W報

　　　　　　　　　　　　　ヤチダモ稚樹の耐陰性について（285～292）………　巾江篤記・辰己修三

　　　　　スギの選抜育種に関する研究（第1報）芦生演習林におけるスギ優良木

　　　　　　　とその次代幼樹（さし木）についての2，3の考察（293～313）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木功・内村悦三・鬼石長作
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　　　　　洪水によって砂土の堆積をうけた竹林の回復に関する研究（315～343）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・橋本英二・伊佐義朗・渡辺政俊

　　　　　タケノコ時代の形状と，成竹となったときの桿の形状との関係に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて（345～360）………　橋本英二・渡辺政俊

　　　　　クロマツ，アカマツのサシキの発根におよぼす用土の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理学的性質の影響（361～367）………　小笠原　健　二

　　　　　外国産マッ類の育成に関する研究（皿）テーダマツ幼齢期における

　　　　　　　　　　　　　　　根系切断の影響（368～382）………　橋本英二・伊佐義朗・上西博巳

　　　　　石灰窒素の林地・苗畑への適用に関する研究（383～424）　柴田信男・上中幸治・小倉政市
第　34号　　．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．◆．＿．．．．．．、．．．＿＿＿．．．．＿．．．，・・…　一・・・・・・・・・・…　一・…　　　1963

　　　　　数量的間伐に関する生態学的研究（1～31）……・……・・……………　只木良也・四手井綱英

　　　　　京都大学北海道演習林におけるヤチダモの育林学的研究　第V皿報　ヤチダモ苗

　　　　　　の成長に及ぼす火山灰性黒色土壌の含有水分の影響について（32～36）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　中江篤記・真鍋逸平

　　　　　森林の成立および皆伐が土壊の2・3の性質に及ぼす影響について　第1報

　　　　　　　　　　　　森林の成立にともなう土壌の性質の変化（37～64）………　堤　　利夫

　　　　　林木施肥に関する研究　第M報　肥料要素の形態に関する研究（4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（65～79）・・…・…　柴田信男・上中幸治・小倉政市

　　　　　林木施肥に関する研究（第X皿報）施肥時期別試験（80～96）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　柴田信男・上中幸治・大橋照夫

　　　　　クロマツわよびアカマツの吸水種子に対するX一線の影響（97～106）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲森幸雄・橋本英二・渡辺政俊

　　　　　外国産マツ属の虫害に関する研究第1報マツノシンマダラメィガ

　　　　　　　　　　　　　　　　　について（107～125）………　古野東洲・岡本憲和・四手井綱英

　　　　　Cotoneasterを加害するルリカミキリについて（127～132）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺弘之・古野東洲・四手井綱英

第35号

第36号

架空索道の動的理論に関する研究（133～158）

木材の粘弾性（159～186）t．＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．、

・・ 佐々木

　山　田

　功

　正

1964

マツ類のさしきの発根に関する研究第1報発根に及ぼす2，3の

　　　　　　　　　　　環境因子について（1～18）………　渡辺政俊・中井勇・橋本英二

林木のさしきに関する研究　とくに，植物ホルモンのバランスと

　　　　　　　　　　　　　　　発根との関係（19～38）…　　　小笠原健二・四手井綱英

ヤマザクラの個体変異に関する研究（第1報）（39～109）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・…　渡辺光太郎・今村駿一郎・吉川勝好

森林の成立および皆伐が土壌の2・3の性質に及ぼす影響について

　　　　　第2報　皆伐による土壊中諸物質量の変化（110～126）………　堤　　　利　夫

林木稚苗の生育に及ぼす密度と施肥量の影響（127～156）……・…・一　柴田信男・上中幸治

京都大学北海道演習林におけるヤチダモの育林学的研究　第珊報

　人工造林地土壌の理化学的組成と生長量について（157～176）……　巾江篤記・辰巳修三

林木の生育におよぼす食葉性害虫の影響（177～206）…………・…・・………　古　野　東　洲

外国産マッ属の虫害に関する研究第2報　マッカレハ幼虫の

　　　　　　　　　　　　　　　　摂食について（207～216）一・…・古野東洲・岡本憲和

’’’”一‘’’’’’’’”……’ぶ令”∋’”…’”…’呼’…’’’’’’’”“’’’’’’’’’”σ’’’’’”◆’”◆’’”tt’’’”t’‘’…”…’’’’’’’’’’’’’’’”φ 　1965

林道路面の良否判定に関する研究（1～21）……………・…・……・…………　岩　川　　　治
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第37号

第38号

森林内外の降水中の養分量について（第1報）（25～39）　…　丸山明雄・岩坪五郎・堤利夫

緑地レクリェーションの計画的研究第1報緑地における

　　　　　　　　　　レクリェーション実態の研究序説（40～60）………　近藤　公　夫

緑地レクリェーションの計画的研究第2報　自然緑地における

　　　　　　　　　　　　レクリェーション実態の研究（61～84）・・…・…　近藤　公夫

生育開始前の摘葉がアカマツの生長，とくにその年の上長生長に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わよぼす影響（85～97）………　古　野　東　洲

Some　Expressions　of　the　Variety　of　Forest　and　its　Influence

　　on　the　Productivity　of　Labor　of　the　Felling　Operation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（98～118）………　神　崎　康　一

圧力をうけて変形した鋼索の強度について（119～132）……………………　佐々木　　　功

テーダマッの造林学的研究第1報ササ地内の生長におよぼす

　　　　　　　　　　　　　地持の影響（133～142）………　渡辺政俊・中井勇・橋本英ニ

マツ類のさしきの発根に関する研究第2報噴霧装置によるアカマツの

　　　　　　　　　　発根効果について（143～151）………　渡辺政俊・中井勇・橋本英二

　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・…　一一・・・・・・・・…　一一・・・・・・・・・…　一・一・・・・・・・・…　　1965

芦生演習林のカミキリムシ（1～8）……………・…・…・……・………・・渡辺弘之・四手井綱英

マツカレハの被害をうけた壮齢アカマッ林の生育（9～24）………………　古野東　洲

林床無脊椎動物の現存量について（25～39）

　　　　　　　　　　　　菊沢喜八郎・渡辺弘之・パイラット・サィチェアエ・四手井綱英

数種の森林の土壌糸状菌郡（40～54）……………一・………・・………・・…　安藤辰夫・堤利夫

常緑広葉樹林の物質生産力について（55～75）……………　菅　誠・斉藤秀樹・四手井綱英

ツシママッの遣伝と育種に関する研究第1報母樹間における

　　　　　　　　　　　タネの形質と発芽の差異（77～101）………　吉川勝好・岡田幸郎

吉野林業地帯における地力の維持と増進に関する研究　皆伐直後における

　　表層土壊の流亡とその理化学的性質の変化について（102～124）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　上田晋之助・堤利夫・柴田信男

京都大学芦生演習林における森林植生の植物群落学的研究と

　　　　　　　　　　種間の分布相関についての考察（125～148）………　吉　村　健次郎

毎木調査のエネルギー代謝率について（149～158）………一・………　佐野宗一・山本俊明

林道路面の良否判定に関する研究（1［1）（車両の振動加速度と

　　　　　　　　　　　　　　測定諸条件との関係）（159～190）………　岩　川　　　治

造園計画の哲学的側面（190～197）……………・…・……・………・…・・………　申　村　　　一

緑地レクリェーションの計画的研究　第3報　都市大緑地における

　　　　　　　　　　　レクリェーション実態の研究（198～218）………　近　藤　公

緑地レクリェーションの計画的研究第4報都市小緑地における

　　　　　　　　　　　レクリェーション実態の研究（219～248）…・・…・近藤　公夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1966

アカマツ，ブナ供試木の重量減少とそれに関与した動物（1～14）………　渡　辺　弘　之

生育開始前の全摘葉がアカマツの生育におよぼす影響（15～25）…………　古　野　東　洲

森林土壌に棲息する糸状菌群の季節的変動について（26～49）・…・…・…　安藤辰夫・堤利夫

小径木間伐に関する研究（1）第1回間伐前後の林況の変化について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50～67）………　斉藤秀樹・菅　誠・四手井綱英

陽光量と樹木の生育に関する研究（豆）カンレンボク（CamPtotheca　acuminata

　　Decne）の庇陰効果におよぼす密度の影響（68～75）………　川那辺三郎・四手井綱英
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　　　　　ヤマザクラの個体変異に関する研究（第1報）（76～95）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺光太郎・吉川勝好・今村，wa－一一‘郎

　　　　　毎木調査における疲労の現われ方について（2，3の機能検査による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考察）（96～136）………　佐野宗一・山本俊明

　　　　　岐阜県における県行造林の経済的効果（137～146）・・………・’・…・…………　有　木　純　善

　　　　　緑地レクリェーションの計画的研究第5報　レクリェーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　実態研究の統計的諸問題（147～170）………　近　藤　公　夫

　　　　　緑地レクリェーションの計画的研究第6報旅行レクリェ　一一ションの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家族階層による研究（171～191）………　近　藤　公　夫

　　　　　空気存在下における熱処理針葉樹材の微細構造の研究（192～199）……　谷口繰・中戸莞二

　　　　　放湿過程の木材の誘電的性質について（200～205）…………・・一…………　竹村冨男・三林進

　　　　　木材へのポリビニルアルコールの吸着について（第2報）（206～214）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・…　白石信夫・森川久彦・中戸莞二

　　　　　木材の湿潤性に関する研究（第1報）木材の湿潤性測定法（215～229）　梶田煕・中戸莞ニ

　　　　　ポリウレタン樹脂塗膜の透湿性（230～236）………・………・・…………　今村浩人・中戸莞二

　　　　　合成樹脂塗料の木材への付着について（237～253）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………　中戸莞二・鈴木正治・五月女篤信・増田稔

第39号　　一……………・…・………・……・…・…・…………・………一……・・…・……・…一・・…・・1967

　　　　　京都付近のアカマツ林における節足動物の現存量について（1～8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　菊沢喜八郎・四手井綱英

　　　　　和歌山演習林におけるモミ，ッガ林の生産力調査　第1報　主として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モミ林について（9～26）………　古野東洲・川那辺三郎

　　　　　芦生演習林におけるドイツトウヒ林分の生長と現存量について（27～34）　吉　村　健次郎

　　　　　天然更新に関する研究（1）木曾地方湿性ポドゾル地帯における

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒノキ属の更新（35～63）………　赤井竜男・浅田節夫

　　　　　小径木間伐に関する研究（皿）第1回間伐1年後の林況の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　について（64～78）………　斉藤秀樹・山田勇・四手井綱英

　　　　　林木の枝量とその生長量（1）（79～90）　…・・…………・荻野和彦・森田正彦・四手井綱英

　　　　　森林の土壌呼吸に関する研究（1）土壌呼吸と気温との関係について（91～99）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・千葉喬三・堤利夫

　　　　　切り取り前後の樹木の呼吸変化について（100～109）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大畠誠一・四手井綱英・辻英夫・畠山伊佐男

　　　　　森林内外の降水中の養分量について（第2報）（110～124）　………・・…・岩坪五郎・堤利夫

　　　　　マツ類の交雑育種に関する研究（1）クロマッの種内交雑ならびに

　　　　　　　　　他のマツ類数種との種間交雑の可能性（125～143）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中井勇・藤本博次・稲森幸雄・伊佐義朗・佐野宗一

　　　　　地ごしらえおよび植付作業の能率に関する研究（144～170）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野宗一・中島能道・和田茂彦・神崎康一・山本俊明

　　　　　下刈作業の能率に関する研究（171～183）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神崎康一・佐野宗一・和田茂彦・吉村健次郎・山本俊明

　　　　　吉野林業研究（その1）「吉野における借地林業の形成と展開」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（184～239）………　半田良一・森田学・山田達夫

　　　　　吉野林業研究（その2）借地林制度における「地代」の概念について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（241～246）………　半　田　良　＿
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　　　　吉野林業研究（その3）吉野林業における木材市場の展開

　　　　　　　　　　　　　　　　一樽丸材を中心として一（247～256）………　森　田　　学

　　　　貧配コンクリートの研究（第2報）（257～269）　…・……・・大手桂二・瀬尾克美・遠藤隆一

　　　　林道の路体構造に関する研究（1）林道路体内での応力分布と

　　　　　　　　　　　　　支持力について（270～278）………　佐々木功・滝本義彦・上田千秋

　　　　高速度カメラによる単一チエンソー歯の木材切削状況の観察（279～283）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井禧雄・杉原彦一・古谷士郎

　　　　木材へのポリビニルアルコールの吸着について（第3報）（284～292）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白石信夫・中戸莞二・茅原正毅・三林進
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　　　　　　　　　　　　　　　※第1号～6号彙報　第7号以降集報

第1号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1951
　　　　　京都大学演習林本部試験地・上賀茂試験地　植物誌（1～29）……　伊佐義朗・長谷川勝好

第2号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1951
　　　　　漆樹の造林学的研究（第1報）漆種子及びその発芽促進処理法に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究（予報）（1～18）………　沼田大学・岡本省吾

　　　　　スギ・ヒノキ・アカマツの造林学的取扱方に対する基礎的考察（19～32）　柴　田　信　男

　　　　　林況と土壊の関係に関する研究　其一　杉林における林況の変化が土壌に

　　　　　　及ぼす影響に関する研究（第1報）　（33～38）……一・・…………………　柴　田　信　男

第3号　　……………・…・・……・一………・……………・…・・………・…一…・一一………………　1952

　　　　　竹林の立地学的研究（第一報）黒竹林土壌の理化学的性質に就て（1～8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田弘一郎・鈴木健敬

　　　　　トドマツ，エゾマツおよびアカエゾマッ稚樹の水分経済に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二，三の実験（9～13）………　岡　崎　文　彬

　　　　　樹木の葉温についての観測（14～29）…一…・…・・一…・……・・……・………　大　隅　真　一

　　　　　Sequoia　semPervirensの増殖について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挿木苗養成の予備的試験（30～36）………　長谷川　勝　好

第4号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1954
　　　　　京都大学演習林　上賀茂試験地　樹木誌（1～38）……………………　伊佐義朗・橋本英二

第5号　　…・…………一・・…………一…・……………・・…・……一…………・…・…………………　1957

　　　　　京都大学演習林　上賀茂育種試験地　樹木目録（1～46）……………　伊佐義朗・橋本英二

第6号　………………………………・・……………………・…………・・……・……………・・…・………　1959

　　　　　芦生演習林スギ天然林の施業計画に関する基礎資料　第皿報　天然生のス

　　　　　　　　　　ギ立木に対する樹高表・形数表及び材積表について（1～28）…　柴　田　信　男

　　　　　芦生演習林スギ天然林の施業計画に関する基礎資料〔第皿報〕

　　　　　　　　伐木造材の作業行程について（29～45）………　伊藤駒太郎・植野勘治・坂本章之助

　　　　　Cotoneaster属について　一その造園的価値を中心として一（47～62）　小　橋　澄　治

第7号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964
　　　　　京都大学演習林　上賀茂育種試験地　樹木目録（1～52）…………・t・伊佐義朗・橋本英二

第8号　　……………………………・…・…・……・…・………・………・…・……・……・・…………・……　1965

　　　　　京都大学上賀茂試験地における外国産マツ類の生育について（1～34）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中井勇・伊佐義朗・橋本英二

　　　　　徳山試験地内自生並に植栽植物目録（35～78）………一…一・………　佐野宗一・岡本省吾
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演　習　林　気　象　報　告

（第一回） 自観測開始
至　昭和　五　年 演習林報告第4号に掲載・ 1933

（第二回） 自　昭和　六　年
至　昭和　十　年

・演習林報告第11号に掲載・…一一・・　1938

（第三回） 自　昭和十一年
至昭和十五年

演習林報告第16号に掲載・・ 1942

（第四回） 自昭和十六年
至昭和三十年

1956

（第五回） 自　昭和三十一年
至　昭和三十五年

1962

（第六回） 自　昭和三十六年

至昭和四十年 一一……　1967
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