発表年

著者

1930 岡本 省吾
1932 柴田 信男
柴田 信男
1934

タイトル

芦生演習林樹木誌
杉天然下種試験 第1報 杉稚樹の消失現象に就て
杉天然下種試験（第3報）種子落下量及其状態落下
種子の発芽時に於ける品質並稚樹発生状態に就て
1934 柴田 信男
杉天然下種試験（第2報）稚樹存在地点の環境因子
柴田 信男
芦生演習林に於ける杉天然林の研究第1報 天然
1939
生杉の生長及之に対する外力の影響(其1)
1941 岡本 省吾
芦生演習林樹木誌
梶田 茂, 小倉 武夫
ぶな材ノ研究 第一報 用材部二於ケル木繊維長
1942
及幅ノ変異二就テ
1942 柴田 信男
杉天然下種試験（第四報）地拵に対する土壤学的考
柴田 信男
杉天然下種試験（第五報）稚樹の生長経過とそれに
1942
対する考察（1）土壤及気象状態
小出 良吉
枝打に関する研究（第4報）枝の枯槁経過とその腐
1942
朽落下に就て
1943 柴田 信男
杉天然下種試験（第6報）稚樹の根系に就て
柴田 信男
林況と土壤との関係に関する研究其一 杉林におけ
1951
る林況の変化が土壤に及ぼす影響に関する研究
岩村 通正
森林落葉層に関する生物学的研究（第1報）（動物相
1951
の生態観察）
岩村 通正
森林落葉層に関する生物学的研究（第2報）（動物相
1951
の生態観察）
岩村 通正
Die ökologischen Untersuchungen über Streufauna
1952
im Walde
岩村 通正
森林落葉層に関する生物学的研究（4）落葉層動物
1952
相の分析に関する試案
1952 岡崎 文彬
樹木の水分経済
岡崎 文彬, 柴田 信男, 磯野 英明
稚樹の耐乾性に関する研究（第1報）土壤水分がス
1953
ギ稚苗の針葉における滲透濃度ならびに気孔状態
1953 大隅 真一
毎木調査の誤差に関する研究（第2報）括約誤差（2）
堤 利夫
土壤微生物による落葉の分解 第2報 落葉中リグ
1953
ニンの分解及びそのセルロースの分解に及ぼす影
斉藤 達夫
植物ホルモンより見たるセコイヤとスギの挿木苗の
1953
よう瘤に就いて
中江 篤記
芦生演習林の天然生スギ林内における伏条稚樹の
1954
調査について
1955 斉藤 達夫
スギさし木の発根とそれに含まれる生長素の推移
中江 篤記, 鬼石 長作
芦生演習林の天然生スギ林内における伏条稚樹の
1955
調査について（第二報）
中江 篤記, 鬼石 長作, 鈴鹿 徳次郎
スギ挿木に関する研究（第1報）天然生伏条稚樹より
1955
とったさし穂の発根性について
1955 堤 利夫
落葉の分解に及ぼす無機養分の影響
堤 利夫
林木落葉の分解について（落葉の化学的組成とそ
1956
の分解速度との関係について）
1956 四手井 綱英, 堤 利夫, 木村 隆臣
天然林における土壤有機物の垂直分布
中江 篤記, 鬼石 長作
スギ精英樹増殖に関する研究（第1報）老令木さし木
1956
のホルモン処理及び尿素葉面撒布の効果について
中江 篤記, 本城 日郎, 鬼石 長作
芦生演習林天然生スギ林内における伏条性稚樹の
1956
調査について（第Ⅲ報）
中江 篤記, 鬼石 長作
伏条性スギのさし木に関する研究（伏条稚樹から
1957
とったさし穂の各種処理によるさし木成績について）
四手井 綱英, 中江 篤記, 堤 利夫, 小 京都大学芦生演習林におけるスギ伏条稚樹につい
1958
池 祐策
て 第1報 天然生スギ林の成立経過について
1958 四手井 綱英, 堤 利夫, 木村 隆臣
京都大学芦生演習林の土壤調査報告（第1報）
堤 利夫
森林土壤の物理性相互の関係について（第1報）容
1958
積重と孔隙量との関係
1958 四手井 綱英, 小笠原 健二, 中江 篤記 スギ山地直さしに関する研究
堤 利夫
森林土壤物理性相互の関係について（No.2）真比重
1958
と有機物含有量との関係
菅原 聡
輪尺による直径調査における偶然測定誤差につい
1958
て（第Ⅰ報）偶然測定誤差の大きさ
菅原 聡
輪尺による直径調査における偶然測定誤差につい
1958
て（第Ⅱ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
1958 堤 利夫, 岡林 巌
林木落葉の分解過程について
伊藤 駒太郎, 植野 勘治, 坂本 章之助 芦生演習林スギ天然林の施業計画に関する基礎資
1959
料 第Ⅲ報 伐木造材の作業功程について
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
1959
料 第Ⅱ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
四手井 綱英, 赤井 竜男, 市河 三次
ジベレリンによるメタセコイア，スギの開花について
1959
（第Ⅰ報）
1959 四手井 綱英, 堤 利夫, 小泉 孟
スギ伏条の生態について
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
1960
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
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
1960
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
四手井 綱英, 市河 三次, 木平 勇吉
ジベレリンによるメタセコイア，スギの開花について
1960
（第Ⅱ，Ⅲ報）
1960 鬼石 長作, 柴田 正善, 内村 悦三
スギ山地直挿し試験（第1報）
鬼石 長作, 石原 寛一
スギ精英樹増殖に関する研究（第2報）（未発根さし
1960
穂を用いたさし木再試験）
佐々木 功, 内村 悦三, 鬼石 長作, 柴 伏条性スギの天然更新について（第1報）（伐採によ
1960
田 正善
る稚樹の被害状況）
1960 登尾 二朗, 登尾 久嗣, 鬼石 長作
熊の被害について
堤 利夫, 四手井 綱英, 柴田 信男, 岡 産地別に植えたスギ苗に対する施肥効果について
1960
本 省吾
（Ⅰ）
佐々木 功, 内村 悦三, 鬼石 長作
スギの選抜育種に関する研究（第1報）芦生演習林
1961
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
1961 神﨑 康一
芦生演習林における伐木集材作業功程
1961 堤 利夫, 岡林 巌, 四手井 綱英
林木落葉の分解について（Ⅱ）
神﨑 康一
山落し集材作業の功程一京大芦生演習林における
1961
調査報告一
1961 佐々木 功, 鬼石 長作, 登尾 二朗
クマによる林木の被害
登尾 二朗, 佐々木 功, 内村 悦三, 鬼 害獣防除に関する研究（第1報）クマの越冬について
1961
石 長作, 石原 寛一
内村 悦三, 鬼石 長作, 柴田 正善
スギ精英樹増殖に関する研究（第3報）採穂樹の台
1961
切りと1年目の採穂可能量について
1961 神﨑 康一
京大芦生演習林における木寄せ作業の功程
1962 四手井 綱英, 堤 利夫
林地の有機物集積量とその年分解率と気候との関
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岩川 治

林道路面の良悪の判定法－トラックの振動加速度
による一考察－
只木 良也, 四手井 綱英
林木の競争に関する研究（Ⅳ）生長にともなう林分
内の個体順位の変動
神﨑 康一, 喜多山 繁, 三木 鴻平
伐木作業の作業状態について
吉村 健次郎, 佐々木 功, 柴田 正善
スギの精英樹増殖に関する研究（第4報）採穂樹の
台切りと採穂可能量について
神﨑 康一, 喜多山 繁, 三木 鴻平
芦生演習林における玉切作業の功程
渡辺 弘之, 四手井 綱英
落葉・落枝の分解に働く鞘翅目昆虫について
神﨑 康一
集材作業組に起る待合せ問題について
神﨑 康一
伐木作業の場としての森林の層別法について
岩川 治
車両の走行速度と振動加速度との関係
佐々木 功, 吉村 健次郎, 柴田 正善
造林木の雪越しについての一考察
佐々木 功, 吉村 健次郎, 柴田 正善
伏条性スギの天然更新について（第2報）（疎開後の
枯損及び生長）
佐々木 功, 神﨑 康一, 登尾 二朗
荷役におけるトラックウインチとトラッククレン功程の
比較について
佐野 宗一, 山本 俊明, 大隅 真一
毎木調査の作業能率について
神﨑 康一, 浅沼 善次郎
チェーン・ソー伐採作業功程の組人数による違いに
ついての実験
梶原 幹弘, 兼松 功次
樹高測定誤差に関する研究（第2報）2，3の測高器
使用の際における誤差について
神﨑 康一
伐木作業の場としての森林の性格について
堤 利夫
落葉の分解と無機養分量の変化（Ⅰ）
和田 茂彦, 梶原 幹弘
樹高測定誤差に関する研究（第3報）シュピーゲル・
レラスコープによる距離測定について
和田 茂彦, 梶原 幹弘, 兼松 功次
樹高測定誤差に関する研究（第1報）目測による誤
差について
岩川 治, 高田 長武
林道路面の形状と車両の振動加速度について
岩川 治
振動加速度の測定条件間の交互作用について
渡辺 弘之, 四手井 綱英
落葉の分解と土壤動物
湯浅 保雄, 四手井 綱英
芦生ブナ林の現存量について
岩川 治
林道路面の良否判定に関する研究
神﨑 康一
Some Expressions of the Variety of Forest and its
Influence on the Productivity of Labor of the Felling
Operation
安藤 辰夫, 堤 利夫
数種の森林の土壤糸状菌群
菊沢 喜八郎, 渡辺 弘之, パイラット サ 林床無脊椎動物の現存量について
イチェアェ, 四手井 綱英
吉村 健次郎
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
渡辺 弘之, 四手井 綱英
芦生演習林のカミキリムシ
吉村 健次郎
京都大学芦生演習林の森林植生に関する研究(Ⅰ)
植生概況と樹種の分布相関について
西本 孝一
木材防腐剤としての有機錫化合物に関する研究（第
10報）ブナ丸太の防虫防菌について（その1）
西本 孝一
木材防腐剤としての有機錫化合物に関する研究（第
11報）ブナ丸太の防虫防菌について（その2）
佐野 宗一, 和田 茂彦, 吉村 健次郎, 下刈作業の能率について
山本 俊明, 神﨑 康一
千葉 喬三, 四手井 綱英
森林の土壤呼吸について
吉村 健次郎, 神﨑 康一
種間の分布相関について（京大芦生演習林におけ
る植生調査の結果）
湯浅 保雄, 四手井 綱英
芦生ブナ林の生産構造と生産量について
佐野 宗一, 山本 俊明
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）
渡辺 弘之
アカマツ，ブナ供試木の重量減少とそれに関与した
菊沢 喜八郎, 四手井 綱英
森林節足動物の密度および現存量の推定方法につ
神﨑 康一
グラフの理論による林道網設計法
渡辺 弘之
Litter bagを用いての落葉の減少と土壤動物
遠山 富太郎
スギの野生種としてのアシオスギ
山田 勇, 吉村 健次郎, 四手井 綱英
伐採跡地の植生遷移
吉村 健次郎
京都府におけるドイツトウヒ林分の現存量について
荻野 和彦, 森田正彦, 四手井 綱英
林木の枝量とその生長量（Ⅰ）
吉村 健次郎
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
佐々木 巧, 滝本 義彦, 上田 千秋
林道の路体構造に関する研究(Ⅰ)林道路体内での
応力分布と支持力について
佐野 宗一, 中島 能道, 和田 茂彦, 神 地ごしらえおよび植付作業の能率に関する研究
﨑 康一, 山本 俊明
神﨑 康一, 佐野 宗一, 和田 茂彦, 吉 下刈作業の能率に関する研究
村 健次郎, 山本 俊明
千葉 喬三, 堤 利夫
森林の土壤呼吸に関する研究（Ⅰ）土壤呼吸と気温
との関係について
渡辺 弘之
シカの胃の内容間の一例
日本菌学会関西談話会
京都大学芦生演習林の菌類
渡辺 弘之
ブナ林，マダケ林およびドイツトウヒ林の土壤動物の
現存量と落葉の分解（粉砕）にはたす役割
岩川 治, 滝本 義彦
運材車両の車輪による最大接地圧の推定に関する
四手井 綱英
生態学研究ノートから ークマの現存量
佐野 宗一, 和田 茂彦, 神﨑 康一, 山 地ごしらえおよび植付作業の能率について
本 俊明
山田 勇, 四手井 綱英
24年生スギ林の物質生産ーとくに根についてー
沼田 邦彦
チェンソーの馬力別による伐木造材作業功程の調
渡辺 弘之
森林土壤動物の土壤中の垂直的分布について
和田 茂彦, 登尾 二朗, 二村 一男
伐倒後のスギの乾燥について
佐々木 功, 滝本 義彦, 上田 千秋
林道における地盤支持力についての調査報告
堤 利夫, 千葉 喬三
森林の土壤呼吸に関する研究（Ⅰ）
荻野 和彦, 尼崎 博正, 藤森 隆郎, 四 林木の枝量とその生長量(Ⅱ)
手井 綱英
加藤 弘之, 中戸 莞二
木材の細胞膜構造と収縮異方性（1）仮道管の経接
細胞膜におけるリグニン分布
山田 勇, 四手井 綱英
スギ林の根の現存量について
山本 俊明, 沼田 邦彦, 神崎 康一,
伐木造材作業の能率に関する研究
佐々木 功, 佐野 宗一
斉藤 秀樹, 四手井 綱英, 菅 誠
樹幹形についての考察 2，3の幹形の表し方および
幹における同化物質の垂直配分についての考え方
瀧本 義彦, 佐々木 功
林道の路体構造に関する研究（Ⅱ）林道路体内での
水平方向の応用分布について
渡辺 弘之, 菊沢 喜八郎, 四手井 綱英 ブナ天然林における大型土壌動物の密度および現
存量の推定法について
斉藤 秀樹, 四手井 綱英
カンレンボク小型林分の葉令に関する2，3の考察
渡辺 弘之
大型土壌動物の垂直的分布について
大迫 靖雄, 山田 正
ブナ枝材の粘弾性と生長応力
渡辺 弘之
土壌動物の働き クソミミズの排出土壌について

日林誌44（3）

61-68

日林誌44（8）

203-212

日林誌44（9）
日林関支講12

231-236
33

日林講72
日林講72
日林講73
日林誌45（7）
日林関支講13
日林関支講13
日林関支講13

376-378
344-345
288-291
222-226
82
31-32
32

日林関支講13

84

日林関支講13
日林関支講13

2
80

日林講74

63-65

日林講74
日林講74
日林講74

379-380
125-126
66-67

日林講74

61-63

日林誌75
日林関支講14
日林関支講14
日林関支講14
京大演報36
京大演報36

556-557
80-81
18
23
1-21
98-118

京大演報37
京大演報37

40-54
25-39

京大演報37

125-148

京大演報37
日林誌47（9）

1-8
295-303

木材研究34

105-107

木材研究36

1-12

日林関支講15

117-118

日林関支講15
日林講76

43
174-177

日林講76
京大演報38

153-155
96-136

京大演報38
日本生態学会誌16（1）
日林誌48（10）
日林関支講16
日林講77
日林講77
日林北支講15
京大演報39
京大演報39

1-14
24-28
365-371
18-19
267-270
519-521
9-11
79-90
27-34

京大演報39

270-278

京大演報39

144-170

京大演報39

171-183

京大演報39

91-99

森林防疫ニュース16（6）
日本菌学会報13（2）
日林誌49（8）

14
92-103
311-315

日林誌49（9）
林業技術307
日林関支講17

349-355
23-24
109

日林関支講17
日林関支講17
日林関支講17
日林関支講17
日林講78
日林講78
京大演報40

78-79
108
76
19-20
227-229
306-308
50-66

京大演報40

284-292

京大演報40
京大演報40

67-80
237-249

京大演報40

93-110

京大演報40

264-275

京大演報40

1-6

日生態会誌18（5）
日林誌50（7）
木材研究45
日林関西支講19

230-234
204-210
36-45
61-62

スギさしきの発根におよぼす日長，ホルモン処理効
果とクローン間の差異（1）
1968 佐々木 功, 瀧本 義彦, 竹内 典之
軟弱地における林道の路体構造について（Ⅳ）
渡辺 弘之
スギ人工林，スギ・ブナ・ミズナラ混交天然林および
1968
ススキ草原の大型土壌動物の垂直的分布
渡辺 弘之
A study of the vertical distribution of soil macroanimals in a cryptomeria plantation，a natural mixed
1969
forest of cryptomeria，beech and deciduous oak，
and a grassland on different soil types
藤井 禧雄
Study on the influence of angle changes of Chain1969
Saw teeth on the vibration of a Chain-Saw machine
1969 渡辺 弘之
ヤマネの新産地
1970 和田 茂彦, 登尾 二朗, 二村 一男
伐倒後のスギの乾燥について
1970 河原 輝彦, 堤 利夫
森林生態系内のチッ素量測定について
渡辺 弘之, 登尾 二朗, 二村 一男, 和 芦生演習林のツキノワグマ とくにスギに与える被
1970
田 茂彦
害について
S.WADA（和田 茂彦）, K.YOSHIMURA A selection of a set of variables to identify the type
1970 （吉村 健次郎）, S.UEDA（上田 晋之
of forest as a place of work－a study by factor
助）, K.KANZAKI（神崎 康一）
analysis－
1970 渡辺 弘之
シカの食性調査
河原 輝彦
森林土壌中の無機態チッ素量に関する研究（Ⅱ）
1970
チッ素の無機化量と全チッ素量，C/Nおよび炭素の
無機化量との関係
1970 岸本 高明
芦生の真正蜘蛛類
河原 輝彦, 堤 利夫
Litter Fall による養分還元量について（Ⅰ）養分含有
1971
率の季節変化
1971 渡辺 弘之, 二村 一男
芦生演習林の鳥類相
河原 輝彦
Litter Fall による養分還元量について（Ⅱ）有機物量
1971
および養分還元量
藤田 稔, 佐伯 浩
Granular bodies in the new cell wall of
1971
differentiating tension wood fibers
河原 輝彦, 堤 利夫
Studies on the circulation of carbon and nitrogen in
1972
forest ecosystems
1972 玉井 重信, 四手井 綱英
林内の照度（Ⅰ）
1972 水野 昭憲, 花井 正光, 小川 厳, 渡辺 テレメータによるツキノワグマの行動追跡
1972 天然林の生態研究グループ
京都大学芦生演習林における天然生林の植生につ
藤井 禧雄, 山本 俊明
伐木造材作業の特質について一作業者の生理的変
1972
化を通しての考察一
1972 片桐 成夫, 堤 利夫
落葉の分解にともなう有機物組成の変化について
1972 玉井 重信, 四手井 綱英
林内の照度（Ⅱ）全天空写真による解析（1）
渡辺 弘之
森林における大型土壌動物の落葉粉砕と土壌耕耘
1972
に関する研究1．個体数，現存量と環境要因
1972 渡辺 弘之
林相の変化が土壌動物に及ぼす影響
1973 渡辺 弘之, 谷口 直文, 四手井 綱英
ツキノワグマの保護と森林への被害防除(Ⅰ)
1973 藤井 禧雄, 山本 俊明
チェンソ一運搬者の生理的負担について
藤井 禧雄, 山本 俊明
伐木造材手段の相違が作業負担におよぼす影響に
1973
ついて一手鋸，チェンソー，ツリー，フェラーの比較
和田 茂彦
樹高測定誤差に関する実証的研究(Ⅰ)樹高曲線の
1973
誤差およびそれが林分材積推定に及ぼす影響につ
1973 渡辺 弘之
Effect of stand change on soil macro animals
片桐 成夫, 堤 利夫
森林の物質循環と地位との関係について（Ⅰ）Litter
1973
Fall 量とその養分量
沼田 邦彦, 山本 誠, 田村 明厚, 佐々 林業機械作業における人間工学的研究一機械土工
1974
木功
における労働環境の調査一
1974 大迫 靖雄, 堤 利夫, 野渕 正, 森田 学 木材の質的生産技術に関する研究(Ⅱ)枝打ちとボタ
藤井 禧雄, 山本 俊明
伐木造材作業者の作業負担に関する二，三の実
1974
験ー心拍数を指標としてー
堤 利夫, 片桐 成夫
森林の物質循環と地位との関係について(Ⅱ)斜面
1974
の環境勾配と乾湿度指数
1975 高桑 正樹
ササラダニの分布一土壌表層への害虫性ー
H.WATANABE（渡辺 弘之）
On the amount of cast production by the
1975
megascolecid earthworm Phertima hupeiensis
沼田 邦彦, 山本 俊明, 佐々木 功
林業機械作業における人間工学的研究―林道工事
1975
におけるサク岩機の騒音―
千葉 喬三
森林土壌有機物の無機化速度ならびに森林の土壌
1975
呼吸速度の推定に関する研究
片桐 成夫, 堤 利夫
森林の物質循環と地位との関係について(Ⅲ) 地上
1975
部現存量及び養分集積量
井伊谷 鋼一, 林 茂宏, 上島 国男
カスケードインパクタ一による大気浮遊粉じん粒度
1975
分布測定
1975 佐道 健, 木村 泰男
ねじり変形下における木材中の水分応力の変化
1975 和田 茂彦, 石原 寛一, 中根 勇雄
根元直径と胸高直径との関係について
1976 渡辺 弘之
芦生演習林のカミキリムシ
1976 和田 茂彦, 石原 寛一, 中根 勇雄
根元直径と胸高直径との関係について
1976 渡辺 弘之, 小見山 章
ツキノワグマの保護と森林への被害防除(Ⅱ)
渡辺 弘之
サワフタギの花に飛来するカミキリムシと気象条件
1976
との関係
CARL-JOHAN WIDÉN, JAAKKO
Chemotaxonomic studies on Arachniodes
1976 SARVELA, K.IWATSUKI（岩槻邦男）
(Dryopteridaceae)１phloroglucinol derivatives of
japanese species
恩地 実, 村上 興正
野外柵におけるアカネズミの個体群動態1．定住性
1976
と場所選択
村上 興正, 近藤 高貴, 恩地 実
アカネズミのセンサス法に関する実験的解析1．個
1976
体数推定法の検討
布村 昇
Ligidium paulum，a new terrestrial isopod from
1976
Ashiu, Kyoto prefecture, Japan
横山 和正
A new hallucinogenic mushroom psllocybe
1976
argentipes K．YOKOYAMA sp, new from Japan
片桐 成夫, 堤 利夫
森林の物質循環と地位との関係について(Ⅳ)林地
1976
への養分供給量
1976 大越 誠, 中戸 莞二, 佐道 健
未乾燥ヒノキ辺材の透水速度低下の原因について
1976 田所 賢一, 佐道 健, 中戸 莞二
木材ーポリ酢酸ビニル複合体の粘弾性挙動の温度
1977 荻野 和彦, 小見山 章, 堤 利夫
芦生演習林の天然生スギ林の植生
塚本 次郎
Soil macro-animals on a slope in a deciduous
1977
broad-leaved forest I. Two species of terrestreal
isopoda：ligidium japonieum and l. paulum
近藤 高貴
Social behavior of the japanese wood mouse,
1977
Apodemus Speciosus (Temminck et Schlegel), in
神崎 康一, 山本 俊明, 沼田 邦彦, 酒 3支点架線についての研究(Ⅳ)3支点架線の動的
1977
井 徹朗
シュミレーションの方法
芝 正己, 酒井 徹朗
雪上牽引材の摺動抵抗及び摺動抵抗係数に関する
1977
研究(Ⅰ)
1977 小見山 章
森林構造とD－H 関係
岡部 宏秋, 石原 寛一
マイタケ，Grifola frondosa（Fr.）S.F.Gray,の分布およ
1978
び発茸について
1968

渡辺 政俊, 斉藤 達夫, 佐野 宗一
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1978
1978

山本 俊明, 酒井 徹朗, 藤原 守正, 石
川 秀夫, 合田 好廣, 林 英夫
芝 正己, 酒井 徹朗, 山本 俊明

1978 酒井 徹朗, 登尾 久嗣
中根 勇雄, 石原 寛一, 大島 志津子,
1978
山本 俊明, 岡部 宏秋
1978 荻野 和彦, 守屋 均, 堤 利夫
加藤 弘之, 佐道 健, 松井 邦泰, 近藤
1978
健二郎, 中戸 莞二
1978 後藤 純一, 後 秀樹, 瀧本 義彦
1978 坂本 文洋, 瀧本 義彦
沼田 邦彦, 近藤 恵市, 山本 俊明,
1978
佐々木 功
平岡 誠志, 渡辺 弘之, 寺崎 康正
1978

芦生演習林における天然林単木択伐作業について
2．実験施業林における実績について
芦生演習林における天然林単木択伐作業について
1．素材業者の実績について
屋外作業可能日数について
スギのポット造林について（予報）

京大演集13

102-107

京大演集13

93-101

京大演集13
京大演集13

108-114
21-24

芦生演習林のスギ伏条稚樹
木口円盤の収縮と割れの発生

京大演報50
京大演報50

58-68
191-200

チェーンソーの評価法（Ⅱ）－防振性能について（1） 京大演報50
チェーンソーの評価法（Ⅲ）－出力特性について－ 京大演報50
林道土工建設機械の座席振動
京大演報50

139-150
151-162
163-173

ノウサギに加害されたヒノキ・スギの生長および樹形
等の回復
神﨑 康一, 山本 俊明, 沼田 邦彦, 酒 ３支点架線についての研究(Ⅴ) インタロックによる
1978
井 徹朗
動力回生
片桐 成夫, 堤 利夫
森林の物質循環と地位との関係について(Ⅴ) 斜面
1978
上部と下部の林内における物質循環の相違
1978 小見山 章, 守屋 均
皆伐跡地と林内でのスギ伏条稚樹の形状差につい
芝 正己, 後藤 純一, 山本 俊明
天然林単木択伐作業における伐木造材作業に関す
1978
る一考察
1978 芝 正己, 山本 俊明
天然林単木択伐作業における事例的研究
1978 酒井 徹朗, 島津 義史
三支点集材用四胴集材機による実際作業の功程
1979 堤 利夫
森林の物質収支
岡部 宏秋
天然林におけるAgaricalesの菌類社会学的研究(Ⅰ)
1979
－5斜面の植生とAgaricalesの主要な属について－
1979 荻野 和彦, 小見山 章, 大住 克博, 堤 芦生演習林の伏条性スギ稚樹の成長過程
玉井 重信, 岡部 宏秋
京都大学芦生演習林の天然林における樹木の動態
1979
に関する研究(Ⅰ) 試験区設定時の林況
山本 俊明, 酒井 徹朗, 吉村 健次郎, 芦生演習林スギ造林地における雪起しの効果につ
1979
和田 茂彦
いて
小橋 澄治, 島津 義史, 吉田 博宣, 酒 林道切取のり面の安定性と自然植生の回復につい
1979
井 徹朗, 佐々木 功
て一芦生演習林を例としてー
1979 藤原 勝敏, 杉原 彦一, 松下 隆志
木材の超音波振動切削における切込過程の特徴
福嶌 義宏, 鈴木 雅一, 谷 誠, 加藤 博 芦生演習林内の2つの小流域における水文観測報
1979
之, 太田 岳史
告
野渕 正, 高原 繁, 原田 浩
針葉樹二次木部放射柔組織のエイジングに伴う細
1979
胞生存率の変化
廣部 伸二, 瀧本 義彦, 沼田 邦彦
森林作業の生理的評価法(Ⅰ) －チェーンソーを運
1979
ぶ場合－
1979 荻野 和彦, 守屋 均
天然生スギ林の林内光環境の一測定例
芝 正己, 佐々木 功, 広部 伸二, 沼田 地形解析に対するスペクトル概念の応用(Ⅱ) －確
1979 邦彦
率密度スペクトル，パワースペクトルからの相対高
度分布形の検討－
1979 荻野 和彦, 小見山 章, 大住 克博
天然生スギ林の伏条稚樹 －組成比と葉量－
芝 正己, 広部 伸二, 沼田 邦彦, 佐々 地形解析に対するスペクトル概念の応用(Ⅰ) －地
1979
木功
形縦断波のスペクトル分析結果についての若干の
1979 小見山 章, 荻野 和彦
天然生スギ林の伏条稚樹 －葉齢別葉量－
田淵 隆一, 荻野 和彦
天然生スギ伏条稚樹の光一光合成曲線 －林内・
1979
林外の稚樹および造林木間の比較－
1980 堤 利夫
二次林と物質循環
山本 俊明
森林作業の労働科学的研究 －伐木・造林作業の
1980
労働量について－
1980 柴田 直明, 原田 浩, 佐伯 浩
クリにおけるチロースの形成と壁構造
芝 正己, 酒井 徹朗, 山本 俊明, 佐々 シミュレーションモデルを用いた集材作業システム
1980 木 功
への電算機グラフィック技術の接近性と有効性につ
いての研究Ⅰ（英文）
酒井 徹朗
急傾斜地における搬出施設についてⅡ －3支点集
1980
材架線における費用計算－
村上 浩二, 伊藤 貴文, 今村 力造
スギ・ヒノキ樹皮の組織構成要素とそれらの製紙特
1980
性（英文）
1980 齋藤 秀樹, 山本 俊明
冷温帯下部にあるヨーロッパトウヒ見本材の生産量
近藤 高貴
芦生演習林におけるホンドキツネ(Vulpes vulpes
1980
japonica)とホンドテン(Martes melampus melampus)
佐道 健, 竹田 真一
隣接木材試験体の類似性と，これを利用した木材強
1980
度の予測
芝 正己, 佐々木 功
地形解析に対するスペクトル概念の応用（Ⅴ）－地
1980
形断面曲線f（x）の特性を自己相関関数C（x，r）から
評価するための解析理論－
芝 正己, 佐々木 功
地形解析に対するスペクトル概念の応用（Ⅵ）－地
1980
形断面曲線f（x）と自己相関関数R（r）の関係とパ
芝 正己, 佐々木 功
地形解析に対するスペクトル概念の応用（Ⅶ）－地
1980
形変動量を二次元的に解析するための理論につい
1980 荻野 和彦
天然生スギ林の林冠ギャップ
吉村 健次郎, 田端 守, 福井 宏至
ツキノワグマによる森林の被害と防除に関する研究
1980
－産地別スギおよび主要樹種の樹液分布（Ⅰ）
芝 正己, 酒井 徹朗, 佐々木 功
地形解析に対するスペクトル概念の応用（Ⅲ）－パ
1980
ワースペクトルS（w）特性から判断した断面曲線f（x）
の相対高度分布P（x）－
芝 正己, 酒井 徹朗, 佐々木 功
地形解析に対するスペクトル概念の応用（Ⅳ）－断
1980
面曲線f（x）の傾斜角分布の標準偏差θrmsについ
守屋 均, 荻野 和彦
天然生スギ林の林内光環境 －日積算日射量と相
1980
対照度－
田淵 隆一, 荻野 和彦
天然生スギ伏条稚樹の光一光合成曲線 －光環境
1980
とエイジングの影響－
T.Sakai（酒井 徹朗）, T.Yamamoto(山 Study on the Interloking Yarder for Cable System
1981
本 俊明）
with Three Supports
T.Tsutsumi（堤 利夫）
On the relation between nutrient element
1981
concentration in leaves of tree and shrubs and their
growing soil conditions
1981 奥村 正悟, 杉原 彦一
木材による逃げ面摩擦時の鋸歯尖端温度
山本 俊明, 斎藤 克郎, 芝 正己, 佐々 電算機を用いた数値地形解析による山岳地域の地
1981
木功
形変動の計量化について
1981 村上 浩二, 宍戸 葉子
ミズナラ，クリ，ブナ樹皮の製紙特性（英文）
1981 瀧本 義彦, 藤井 禧雄, 佐々木 功
「防振用チェーンソーアーム」の試作について
武田 博清
冷温帯林の斜面におけるトビムシ群集について 一
1981
予報ー（英文）
1981 岸 恭二, 原田 浩, 佐伯 浩
広葉樹材の道管一次壁の構造
1981 前川 英一, 上野 幾夫, 越島 哲夫
2，3ージカルボキシセルロース金属塩の性質と熱的
1981 齋藤 秀樹, 四手井 綱英
京都府芦生にあるスギ人工材の二次師部生産速度
1981 田淵 隆一, 荻野 和彦, 堤 利夫
スギ伏条稚樹の光環境と光合成
1981 越島 哲夫
木材の酵素加水分解とその前処理
1981 吉村 健次郎
クマハギの謎を探る－ツキノワグマはシンナー遊び
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Application of spatial harmonic and spectral analysis
to the quantification of terrain variatinon in
mountainous regions using FACOM M－200
山田 容三, 佐々木 功
数量化手法による下刈作業功程の解析その1
芝 正己, 斎藤 克郎, 佐々木 功
地形解析に対するスペクトル概念の応用（Ⅷ） －二
次元調和解析による地形変動量の量化に関する理
論とその有効性について－
芝 正己, 斎藤 克郎, 佐々木 功
地形解析に対するスペクトル概念の応用（Ⅸ）－地
形変動量としての残差の標準偏差σtmtmの計量的
意義とその応用性について－
N.Kaneko（金子 伸博）, J.Aoki（青木 淳 Two New oribatid mites from Ashiu Experimental
－）
Forest of Kyoto University
M.Fujii(藤井 真智子）, J.Azuma（東 順 Studies on Hemicelluloses in Tension Wood.
一）, F.Tanaka（田中 文男）, A.Kato（加 Ⅰ.Chemical Composition of Tension. Opposite and
藤 厚）, T.Koshijima（越島 哲夫）
Side Woods of Japanese Beech（Fagus Crenata
吉村 健次郎, 福井 宏至
ニホンツキノワグマによる森林の被害と防除に関す
る研究－クマハギ被害の実態と樹皮に含まれるαpineneに対するクマ類の反応について－
山田 容三, 佐々木 功
下刈作業における林道利用による影響の数量的解
芝 正己, 山本 俊明, 佐々木 功
電算機を用いた数値地形解析による山岳地域の地
形変動の計量化について(Ⅱ)(英文)
守屋 均, 荻野 和彦
芦生演習林の天然生スギ林を構成するいくつかの
樹種の季節相（Ⅰ）林床のクロモジについて
杉原 彦一, 黒田 紀雄, 奥村 正悟, 服 原木形状の自動計測法に関する研究（第2報）－光
部 順昭, 藤井 禧雄, 喜多山 繁
切断法による断面形状の計測－
瀧本 義彦, 佐々木 功, 藤井 禧雄, 後 チェーンソー用防振ハンドルの試作
藤 純一, 堀 政樹
藤井 禧雄, 古谷 士郎, 酒井 徹朗,
林道路面におけるリル浸食の形状変化（Ⅱ）
佐々木 功
友村 光秀, 福嶌 義宏, 鈴木 雅一, 窪 琵琶湖西北山地における積雪水量の高度分布
田 順平, 太田 岳史
小橋 澄治, 吉田 博宣, 坂本 圭児, 森 のり面の食物生長条件としての土壌の性質（Ⅰ）
本 幸裕, 小橋 偕子
大森 博雄, 安東 尚美
山地流域の土砂流出に関する降水量と流量のしき
齋藤 秀樹
ブナ林の伐採跡地に更新した常緑広葉樹 －エゾ
ユズリハ群落の物質生産－
高原 繁, 野渕 正, 原田 浩, 佐伯 浩
ドイツトウヒの軸方向樹脂道を取り囲む組織におけ
る細胞の配列（英文）
沖森 泰行
芦生スギ・ブナ天然林に生育する数種の樹木の光
一光合成曲線の季節変化
古谷 士郎, 藤井 禧雄, 酒井 徹朗,
林道の路面浸食について（Ⅲ）一路面の流出解析ー
佐々木 功
守屋 均, 荻野 和彦
天然生スギ林の下層木の生長特性について
酒井 徹朗, 佐々木 功, 藤井 禧雄, 古 林道の路面浸食について（Ⅰ）－横断排水溝の間隔
谷 士郎
について－
石田 裕二
広葉樹落葉のヒメフナムシに対する可食性
藤井 禧雄, 古谷 士郎, 酒井 徹朗,
林道路面におけるリル浸食の形状および形状変化
佐々木 功
について
武田 博清, 石田 裕ニ
数種の広葉樹落葉の分解形態
K.Suzuki(鈴木 久美子), H.Fujimoto(藤 The Toxic Principles of Naematoloma Fasciculare
本 治宏), M.Yamazaki(山崎 幹夫）
E.Maekawa（前川 英一）, T.Koshijima Effect of Acetate Buffer in Preparing Chlorite
（越島 哲夫）
Holocellulose from Woody Materials
J.Azuma(東 順一), F.Tanaka(田中 文 Enzymatic Saccharification of Woody Plants.
男), T.Koshijima（越島 哲夫）
Ⅰ.Effects of Expanded Softening and Ballmilling on
Enzymatic Saccharification
J.Azuma(東 順一), M.Fujii(藤井 真智 Studies on Hemicelluloses in Tension Wood.Ⅱ．
子), T.Koshijima(越島 哲夫)
Structural Studies on Xylans from tension, Opposite
and Side Woods of Japanese Beech（Fagus crenata
安藤 信, 川那辺 三郎, 菅原 哲二, 登 冷温帯下部天然生林の更新技術Ⅰ －天然生アシ
尾 久嗣, 中根 勇雄, 中野 孝一, 椹木 ウスギを母樹にしたじかざし試験－
達也, 渡辺 康弘
吉村 健次郎, 福井 宏至
針葉樹に含まれるα-pineneの量 －外国産樹種お
よびスギ・ヒノキの樹皮と針葉－
岡部 宏秋
天然林におけるAgaricalesの菌類社会学的研究
（Ⅱ）－季節変化について－
加藤 弘之, 戸田 勝啓, 荒川 純一, 矢 木材表面の写真画像による再現と材色再現性の視
野 浩之
覚的及び物理的評価
古谷 士郎, 酒井 徹朗, 藤井 禧雄,
林道の路面浸食について（Ⅳ）－1982年度の浸食量
佐々木 功
調査結果－
黒田 紀雄, 勝田 幸秀, 奥村 正悟, 服 原木形状の自動計測法に関する研究(第3報)－光
部 順昭, 杉原 彦一
切断法による丸太形状の3次元的計測－
寺島 丈雄, 吉本 健一, 乾 一, 中戸 莞 ヤマザクラとマカンバ乾燥材の空隙構造
芝 正己, 古谷 士郎, 山本 俊明, 佐々 電算機を用いた数値地形解析による山岳地域の地
木功
形変動の計量化について（Ⅲ）ーAIC最小化推定法
（MAICE）による地形計量モデル化への可能性一
根来 健一郎, 後藤 敏一
由良川の硅藻植生
村上 浩二, 南光 浩毅
樹皮のパルプ化，構成要素からみた製紙特性と全
木パルプ化
堤 利夫, 西谷 嘉光, 桐村 幸男
森林のリターフｫール生産速度とその養分含水率に
及ぼす土壌条件の影響（英文）
吉村 健次郎, 福井 宏至
ツキノワグマによる森林の被害と防除に関する研究
－針葉樹樹皮に含まれるα-plneneの量－
東 順一, 越島 哲夫
糖質の13C－NMRⅡ．キシラン系糖質の13C－NMR
東 順一, 越島 哲夫
酵素系による木材多糖の加水分解
林 昭三, 島地 謙
京都大学木材研究所材鑑調査室（KYOW）所蔵材鑑
の樹種名リスト(Ⅰ)
服部 順昭, 杉原 彦一, 吉田 和雅
帯のこ走行位置に及ぼすのこ身温度の影響
佐道 健, 中島 孝雄, 大平 章
木材表面における衝突球体の反発性
安田 歩, 佐道 健, 中戸 莞二
広葉樹材面の視感及び触感粗滑特性と物理的表面
粗さの対応
野渕 正, 原田 浩
スギ“白線帯”の生理学的特徴－細胞内容物と含水
率について－
奥村 正悟, 奥田 徹, 杉原 彦一
断続切削中の単一鋸歯側面の温度分布（第1報）
二次元切削の場合
奥村 正悟, 杉原 彦一, 奥田 徹
断続切削中の単一鋸歯側面の温度分布（第2報）
みぞ切りの場合
原田 康裕, 中戸 莞二, 佐道 健
木材表面の熱特性と接触温冷感
高原 繁, 野渕 正, 原田 浩, 佐伯 浩
ドイツトウヒの軸方向樹脂道を取り囲む柔細胞の壁
構造（英文）
荒木 徳子, 藤田 稔, 佐伯 浩, 原田 浩 S1＋GおよびS1十S2＋S3＋G型のゼラチン繊維の
出現過程
沖森 泰行, 田淵 隆一, 荻野 和彦
スギ・ブナ天然林に生育する数種の広葉樹の光一
光合成曲線の季節変化（Ⅱ）
N.KANEKO（金子 信博）, H.TAKEDA
A preliminary study on oribatid mite communities in
（武田 博清）
the cool temperate forest soils developed on a
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冷温帯下部天然生林の更新技術Ⅱ－天然生林の
林分構造および蓄積の標高，地形の違いによる変
岡部 宏秋
天然林におけるAgaricalesの菌類社会学的研究(Ⅲ)
1984
－菌類相と植生とのフロラ相関－
古谷 士郎, 酒井 徹朗, 佐々木 功
林道の路面浸食について（Ⅴ）－1980～1983年に観
1984
測された流出土砂量等に関する総合的検討－
芝 正己, 佐々木 功
情報量基準IC（Information Criterion）による統計モ
1984
デルの評価と選択（Ⅰ）－気象要素の時系列構造と
自己回帰モデルによる精度予測について－
1984 福嶌 義宏, 黒田 幸夫, 渡 正昭
林道路面の流出量と浸食土砂量
1984 吉村 健次郎
クマハギとヒグマの爪跡
T.TSUTSUMI（堤 利夫）, S.KATAGIRI Accumulation and Cycling of minerals in temperate
1984
（片桐 成夫）
deciduous broadleaved
酒井 徹朗, 古谷 士郎, 瀧本 義彦, 藤 枝打用機械についての基礎的研究（Ⅰ）－枝の着生
1984
井 禧雄, 佐々木 功, 川那辺 三郎
状態と枝打器具の差による枝打跡の巻き込み状況
藤井 禧雄, 瀧本 義彦, 古谷 士郎, 酒 枝打用機械についての基礎的研究（Ⅱ）－現行枝打
1984 井 徹朗, 佐々木 功, 寺川 仁
作業状況アンケート調査及び枝切断所要エネル
ギーについて－
1984 武田 博清, 石田 裕二, 堤 利夫
斜面上での数種の広葉樹落葉の分解過程について
S.TAMAI（玉井 重信）, T.SAKAI（酒井 STUDIES ON TREE DYNAMICS IN A MIXED
1985 敏純）, Y.MATSUSHITA（松下 芳樹） FOREST OF CRYPTOMERIA JAPONICA AND
BROADLEAVED TREES(Ⅰ), WITH SPECIAL
REFERENCE TO CURRENT SEEDLINGS OF
東 順一, 越島 哲夫
リグノセルロースのマイクロ波照射（第3報）マイクロ
1985
波加熱された生材および乾燥材チップの酵素反応
林 昭三, 島地 謙
京都大学木材研究所材鑑調査室(KYOW）所蔵材鑑
1985
の樹種名リスト（2）KYOW NO.4001～NO.6000
東 順一, 尾崎 明美, 越島 哲夫
リグノセルロースのマイクロ波照射第7報 セルロー
1985
スのマイクロ波照射と酵素糖化
林 昭三, 島地 謙
京都大学木材研究所材鑑調査室（KYOW）所蔵材鑑
1985
の樹種名リスト（3） KYOW NO.6001～NO.8000
野口 昌巳, 奥村 正悟, 川元 スミレ
木材の乾燥過程で発生するアコースティック・エミッ
1985
ションの特性
大越 誠, 中戸 莞二, 佐道 健
針葉樹材仮道管内こうの浸透通路としての計量形
1985
態学的評価
J.AZUMA（東 順一）, T.KOSHIJIMA（越 Hydrophobic Interaction Chromatography of Pine
1985
島 哲夫）
Bjorkman-LCC
J.AZUMA（東 順一), N.TAKAHASHI
Lignin-Carbohydrate Complexes Extracted with
1985 （高橋 信義）, M.ISAKA（井阪 正夫）, Aqueous Dioxane from Beech Wood ブナ材より含
T.KOSHIJIMA（越島 哲夫）
水ジオキサン抽出されるリグニン・糖結合体
1985 森本 幸裕
緑地における樹木生育基盤に関する研究
1985 岡部 宏秋
基物類別による高等菌類相のスタンド間比較
E.Kinoshita（木下 栄一郎）
Size-sex Relationship and Sexual Dimorphism in
1986
Japanese Arisaema（Araceae）
片山 幸士, 岡田 直紀, 石丸 優, 野渕 スギ樹幹中での放射性核種の挙動
1986
正, 青木 敦
1986 芝 正己
山岳地域の地形特性の計量化に関する基礎的研究
安藤 信, 川那辺 三郎, 中根 勇雄
冷温帯下部天然生林の更新技術Ⅲ －伐採後20年
1986
を経過した林分の更新状況－
安藤 信, 川那辺 三郎, 登尾 久嗣
芦生演習林人工林調査Ⅰ－スギ人工林における調
1986
査地設定時の林況－
奥村 正悟, 川元 スミレ, 森 貴子, 野口 ミズナラの乾燥過程におけるアコースティック・エミッ
1986
昌巳
ション
古谷 士郎, 酒井 徹朗, 佐々木 功
林道の路面浸食について（Ⅵ）－シミュレーションに
1986
よる路面浸食量の2～3の検討－
1986 黒田 幸夫, 福嶌 義宏
林道切取法面の雨水流出
山中 典和, 玉井 重信
京都大学芦生演習林のブナ天然林における低木の
1986
個体群構造について
1986 大越 誠, 畑 俊充, 中戸 莞二, 佐道 健 スギ生材のペクチナーゼ処理による浸透性の向上
1986 大畠 誠一
森林の純生産量と同化部分への生産物配分
山中 典和, 玉井 重信
京都大学芦生演習林のブナ天然林における低木の
1986
伸長生長について
1986 室山 泰之, 玉井 重信
芦生演習林におけるスギ当年生稚樹の個体群動態
川那辺 三郎, 安藤 信, 管原 哲二
冷温帯下部天然生林の更新技術Ⅳ－天然生林内
1986
に樹下植栽されたスギ稚樹の生長について－
片山 幸士, 岡田 直紀, 小島 永裕, 野 タンデム型バンデグラーフ加速器を用いた樹木中の
1986
渕 正, 石丸 優：湊 和也, 春山 洋一,
微量元素分析
大手 桂二, 竹岡 政治, 本城 尚正, 妹 由良川流域の森林を構成する植生の植物目録
1986
尾 俊夫, 水原 邦夫, 日浦 啓全
齋藤 秀樹
ヒノキおよびスギ植栽林における林縁効果－林縁か
1986
ら林内方向への上層木の大きさ低木層およびリター
フォールの変化－
1986 齋藤 秀樹
オニグルミ林分の花粉生産速度
相良 直彦
日本産食虫目の体毛の型，とくに直毛（刺毛）の存
1986
在について
1986 竹岡 政治, 齋藤 秀樹
由良川流域の森林 Ⅲ 森林の変遷
芦生演習林演研グループ
芦生演習林の保存木保存林（1）－昭和61年度まで
1987
に記録された保存木－
1987 安藤 信, 岡部 宏秋, 川那辺 三郎
樹木園の造成（Ⅰ）樹種構成
1987 和田 茂彦
芦生演習林の林況について（Ⅰ）－設定前後－
1987 奥村 正悟, 清瀧 登志子, 野口 昌巳
木材の乾燥過程で発生するAEについての二三の考
町田 新祐, 玉井 重信
京都大学芦生演習林における2，3の低木種の萌芽
1987
による再生産について
Naoki OKADA, Mitsunori SATO, Yukio Trace Elements in the atems of Trees Ⅱ．－
Influence of age and vertical position on radial
1988 KATAYAMA, Tadashi NOBUCHI,
Yutaka ISHIMARU, Hiroshi
distribution in sugi（Cryptomeria japonica）－
YAMASHITA, Atsushi AOKI
奥村 正悟, 川元 スミレ, 豊田 宮代子, 木材中のAE波の伝搬特性
1988
野口 昌巳
丸山 宏
樹木葉の色彩学的特性に関する研究(Ⅰ)－葉色の
1988
季節変化のパターン－
川那辺 三郎, 安藤 信
冷温帯下部天然生林の更新技術Ⅴ－スギ天然生
1988
林の林分構造と現存量－
武田 博清, 金子 信博
森林の微地形と土壌堆積腐植の様式Ⅰ．斜面地形
1988
の尾根部と谷部における土壌堆積腐植の様式
齋藤 秀樹, 川瀬 博隆, 竹岡 政治
東向き及び西向き斜面のミズナラ老齢林における花
1988
粉、雌花及び種子生産の比較
1988 大畠 誠一
日本列島における木本植物種数分布と温度環境
川那辺 三郎, 安藤 信
京都大学芦生演習林における系統別生育比較
1988
1984

安藤 信, 川那辺 三郎
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日生態会誌38(2)
天然スギの系統究明と優良品種選抜に
関する調査報告第四集
Naohiko SAGARA, Shuji KOBAYASHI, Finding Euroscaptor mizura（Mammalia：Insectivora） Contributions from the Biological
Hidetoshi OTA, Toyoaki ITSUBO,
and its nest from under Hebeloma radicosum
Laboratory, Kyoto University27(3)
1989 Hiroaki OKABE
（Fungi：Agaricales）in Ashiu，Kyoto，with data of
possible contiguous occurrences of three talpine
species in this region

623-626

99-110
89-165
261-272

1989

Akira MORI

Kengo MAGARA, Jun-ichi AZUMA,
Tetuo KOSHIJIMA
1989 二村 一男
安藤 信, 登尾 久嗣, 窪田 順平, 川那
1989
辺 三郎
奥村 正悟, 丑丸 靖史, 野口 昌巳
1989
1989

1989 宮本 卓郎, 藤田 稔, 佐伯 浩
山本 俊明, 瀧本 義彦, 石川 知明
1989
福嶌 義宏,
徹朗, 和田
齋藤 秀樹,
1989
地平, 川瀬
中江 訓
1989
1989

1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992

小橋 澄治, 川村 誠, 酒井
茂彦
今井 英行, 中口 務, 久後
博隆, 竹岡 政治

Brief Field Observations on the Foraging Behavior
of the Japanese Striped Snake Elaphe quadrivirgata
Microwave－Irradiation of Lignocellulosic Materials．
X
芦生演習林の鳥類相の季節変化
芦生演習林の気象観測資料の解析（1）－事務所構
内と長治谷の観測所の比較解析を中心に－
木材の乾燥過程で発生するAEについての二三の考
察（続）
顕微分光測光法によるスギ心材形成過程の観察
林業機械作業における作業者の生理負担に関する
研究（3）－下刈り作業について－
芦生演習林の地形・植生情報のデータベース化

林齢の異なるミズナラ林における雄花、花粉、雌花
及び種子生産の比較
丹波帯北部における丹波層群の区分とメランジの変
形構造
齋藤 秀樹, 竹岡 政治
スギ雄花を構成する鱗片、花粉のう及び花粉粒の
古谷 士郎, 出来 俊彦, 田中 良明, 鈴 急勾配林内道路における自動車のスリップ率につい
木 保志, 神﨑 康一
て（Ⅱ）－新設急勾配林内道路における走行試験結
出来 俊彦, 古谷 士郎
土とゴム間の摩擦係数の測定 －室内実験による
定性的検討－
齋藤 秀樹, 竹岡 政治
スギ林の雄花開花量の予知
演習林管理研究グループ
森林研究と演習林－芦生を対象として－
Makoto KATO, Takehiko KAKUTANI, Insect-flower Relationship in the Primary Beech
Tamiji INOUE, Takao ITINO
Forest of Ashu，Kyoto：An Overview of the
Flowering Phenology and the Seasomal Pattern of
Satoshi NAKAE
MELANGES IN THE MESOZOIC SEDIMENTARY
COMPLEX OF THE NORTHERN PART OF THE
TAMBA BELT.SOUTHWEST JAPAN
Mitsuhiro SASAKAWA
Male of Clusiodes Plumosum（Diptera.Clusiidas)
今村 祐嗣, 藤井 義久
AEモニタリングによるシロアリの木材食害活動の検
Naoki OKADA, Yukio KATAYAMA,
Trace Elements in the Stems of Trees Ⅲ.－
Tadashi NOBUCHI, Yutaka ISHIMARU, Element content in the sap and wood substance of
Atsushi AOKI
sugi(Cryptomeria japonica)－
Kazuya MINATO, Nagahiro KOJIMA,
Transverse Migration of Trace Elements in Woody
Yutaka ISHIMARU, Yukio KATAYAMA, Stem under a Direct Current Potential
Atsushi AOKI
Naoki OKADA, Yukio KATAYAMA,
Traca Elements in the Stems of Trees Ⅳ．－Radial
Tadashi NOBUCHI, Yutaka ISHIMARU, distribution in mizunara （Quercus mongolica var.
Atsushi AOKI
grosseserrata)－
井上 民二
花をめぐるマルハナバチの種間関係
芦生演習林演研グループ
芦生演習林の保存木、保存林（2）－昭和63年度ま
でに調査された保存林－
安藤 信, 今井 英次郎, 川那辺 三郎
26種の冷温帯天然林構成樹種を原木として用いた
ヒラタケ栽培試験
安藤 信, 中根 勇雄, 川那辺 三郎
芦生演習林人工林調査Ⅱ－ヒノキ人工林における
調査地設定時の林況と5年後の成長－
大嶋 有子, 山中 典和, 玉井 重信, 岩 芦生演習林の天然林における渓畔林優占高木種－
坪 五郎
トチノキ、サワグルミ－に関する分布特性の種間比
藤田 稔, 佐伯 浩
切片剥離法による細胞壁層のフィビリル傾角計測法
福井 充枝, 東 順一, 岡村 圭造
ヤドリギ・カルスの誘導と宿主細胞との相互作用
福嶌 義宏, 酒井 徹朗, 大畠 誠一, 小 芦生演習林における森林情報のデーターベース化
橋 澄治, 神﨑 康一
とその利用
湊 和也, 小島 永裕, 石丸 優, 片山 幸 スギ樹幹に含まれる微量元素の各種抽出操作によ
士
る移動性
鈴木 保志, 三宅 徹, 神﨑 康一
ステレオ写真プロッターの林道路線支援システムへ
齋藤 秀樹, 井坪 豊明, 神田 信行, 小 トチノキ林の再生産器官の生産量－とくに花粉と種
川 亨, 竹岡 政治
子について－
大畠 誠一
日本列島における木本植物種数分布と温度環境
（Ⅱ） 生活型と種数分布
藤井 義久, 野口 昌巳
単一帯鋸歯の切削抵抗
Tamiji INOUE, Makoto KATO
Inter-and Intraspecific morphological variation of
Japanese bumblebee species. and co-mpetition in
f．Abst
Hideki SAITO, Hideyuki IMAI, Masaji
Peculiarities of Sexual Reproduction in Fagus
TAKEOKA
crenata Forests in Relation to Annual Production of
Reproductive Organs
Hideaki HIRAI, Kazuhiro YOSHIKAWA, Characteristics of Brown Forest Soils Developed
Shinya FUNAKAWA, Kazutake KYUMA under Different Bio-Climatic Conditions in the Kinki
District with Special Reference to Their
Kunio TSUNODA, Makoto SAKURAI
Laboratory evaluation of metallic naphthenates as
wood preservatives
Jae Yun RYU, Munezoh TAKAHASHI, Biological resistance of phenol-resin treated wood
Yuji IMAMURA, Takashi SATO
山中 典和, 中根 勇雄, 大牧 治夫, 田 クマハギの防除に関する研究Ⅰ．スギ樹幹へのテー
中 壮一, 上西 久哉, 川那辺 三郎
プ巻付けの効果
山中 典和, 中根 勇雄, 大牧 治夫, 田 クマハギの防除に関する研究Ⅱ．塗料の種類・色別
中 壮一, 上西 久哉, 川那辺 三郎
の被害状況調査
中島 皇, 北川 新太郎
林道の路面侵食と降雨量について
和田 茂彦, 川村 誠, 神﨑 康一
芦生演習林の林況について（Ⅱ）－林相と林分構造
安藤 信, 菅原 哲二, 川那辺 三郎
冷温帯下部天然生林の更新技術Ⅵ－光環境の異
なるミズナラ天然生林内に樹下植栽したスギ、ヒノキ
安藤 信, 中根 勇雄, 川那辺 三郎
芦生演習林人工林調査Ⅲ－見本林の造成史と外国
産樹種の成長－
山中 典和, 登尾 久嗣, 川那辺 三郎
クマハギ防除に関する研究（Ⅲ）－芦生演習林にお
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岸本 洋士, 神垣 秀樹, 安藤 信, 川那 酸性度に与える影響－京都府南部・北部での酸性
安 藤 信, 登尾 久嗣, 鬼石 長作, 川那 スギが混交する冷温帯天然林の更新状況 －伐採
辺 三郎
後13年間の林分の変化－
川那辺 三郎, 山中 典和, 安藤 信, 金 林縁の構造と光環境および下層植生 －人工林と
子 隆之
天然林の数林分の比較－
黒田 眞人
芦生演習林公開講座参加者の動向
奥村 正悟, 鈴木 利枝, 藤井 義久
木材の圧縮試験時のサーモグラフｨ（予報）
黒岩 真弓, 奥村 正悟, 藤井 義久
木材の乾燥過程で発生するAEについての二三の考
察（その4）吸水－乾燥の繰り返しとAE発生
枚田 邦宏, 竹内 典之
芦生演習林のレクリエーション利用について
山中 典和, 永益 英敏, 梅林 正芳
芦生演習林産樹木の実生形態 6.クスノキ科,クロタ
キカズラ科,クロウメモドキ科
内田 太郎, 小杉 賢一郎, 大手 信人, パイプ流が斜面安定に与える影響
水山 高久
Akira MORI, Donna Layne, Gordon
Description and preliminary Analysis of Antipredator
M.Burghardt
Behavior of Rhabdophis tigrinus tigrinus, a Colubrid
Snake with Nuchal Glands
Xieyao Ma, Yoshihiro FUKUSHIMA,
A Simple Distriburd Hydrological Model and Its
Tadashi NAKASHIMA
Scale Change
内田 太郎, 小杉 賢一郎, 水山 高久
谷頭部におけるパイプ流の観測
内田 太郎, 小杉 賢一郎, 水山 高久
山地源流域における地下水位、パイプ流量、流域流
量の観測
内田 太郎, 小杉 賢一郎, 水山 高久
谷頭部における飽和地下衰退の形成とパイプ流の
国友 淳子, 齋藤 秀樹
斜面上の位置および樹齢の違いによるコナラ種子
生産への乾物投資量の比較
内田 太郎, 小杉 賢一郎, 水山 高久
谷頭部における飽和地下衰退の形成とパイプ流の
国友 淳子, 齋藤 秀樹
コナラの花および堅果数とその枝直径の関係
安藤 信, 山﨑 理正, 中西 麻美, 金子 森林地域における降雨の観測とpH，EC，化学成分
隆之, 酒井 徹朗, 川那辺 三郎
の地域特性－京都大学演習林における林外雨・観
川那辺 三郎, 安藤 信, 金子 隆之
京都大学演習林における森林環境モニタリングの
考え方と体制 －森林地域における酸性雨等地球環
境モニタリング体制の確立－
安藤 信
京都市域における酸性降下物の拡散と都市林の遷
移機構に関する研究
山本 俊明
森林作業における作業者の労働強度
実験施業林研究グループ
芦生実験施業林択伐後の回復過程
二村 一男, 中島 皇, 山中 典和
芦生演習林における野生動物の目撃記録
山中 典和
低木の生活史戦略における萌芽の役割
山中 典和, 永益 英敏, 梅林 正芳
芦生演習林産樹木の実生形態 7．ヤマグルマ科,フ
サザクラ科,カツラ科,トチノキ科,イイギリ科,キブシ科
酒井 徹朗, 長谷川 尚史
航空写真による森林調査の新しい試み
山中 典和, 高谷 加寿子, 川那辺 三郎 アシウスギ－ブナ混交林における樹木の枯死形態
と枯死要因
内田 太郎, 小杉 賢一朗, 水山 高久
山地源流域における地下水位、パイプ流量の関係
Arata YOSHINAGA, Minoru FUJITA,
Secondary wall thickening and lignification of oak
Hiroshi SAIKI
xylem components during latewood formation
Arata YOSHINAGA, Minoru FUJITA,
Cellular distribution of guaiacyl and syringyl lignins
Hiroshi SAIKI
within an annual ring in oak wood
藤井 義久, 根本 弘樹, 澤田 豊, 奥村 木材加工室における浮遊粉塵濃度の予測（第1報）
正悟, 池際 博行
重力沈降する粉塵の濃度および粒子径分布の時間
藤井 義久, 吉實 真弓, 奥村 正悟
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Prediction of the concentration of air born dust in
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experimental and numerical analysis
Tetsuhiko YOSHIMURA, Hiroyuki
Application of a Tank Model to Forest Road Surface
MIYAZAKI, H．Hulusi Acar
Flow
内田 太郎, 小杉 賢一朗, 水山 高久
山地源流域における降雨流出過程に及ぼすパイプ
流の影響
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撹拌型融雪雨量計に関する試験研究（Ⅱ）
パイプ流量の決定要因に関する考察
山地源流域の流出特性に与えるパイプの影響
芦生演習林トヒノ谷における地下水位、パイプ流
量、流域流量の関係
大代 朋和
森林に対する意識－京都大学芦生演習林利用者と
大阪府民との比較－
大園 享司, 武田 博清
Mull型有機物層における落葉の細片化過程
中島 皇, 安藤 信
山地源流域における気象・水文観測体制の構築 －
芦生演習林を例として－
平山 貴美子, 嵜元 道徳
光環境ストレス下に共存するブナとタムシバの芽個
体群の挙動
竹内 典之, 野中 理伸, 中島 皇
撹絆型融雪雨量計に関する試験研究
内田 太郎, 小杉 賢一郎, 水山 高久, 芦生演習林内トヒノ谷におけるパイプ流が洪水流出
勝山 正則
機構に及ぼす影響
平山 貴美子, 嵜元 道徳
冷温帯スギ・落葉広葉樹林における高木・亜高木種
の葉フェノロジーとその類型化
大園 享司, 武田 博清
ブナ落葉の分解に関与する菌類相調査 －培養法
の検討－
平山 貴美子, 嵜元 道徳
原生的スギ・広葉樹林における林冠種個体群の分
酒井 徹朗, 高城 勝信
オルソデータと樹冠面標高データを用いた林分計測
森 詩恵, 安藤 信, 川那辺 三郎
冷温帯下部天然林におけるヒノキ,スギ,モミ稚樹の
分布特性
大園 享司, 武田 博清
冷温帯林における落葉の分解にともなう無機養分の
動態特にカルシウムの動態について
岡部 宗洋, 芝 正己
森林の伐採方式と景域の断片化(fragmentation)構
造の計量評価(Ⅱ)－京大芦生演習林の伐採実行の
変遷を解析事例として－
吉川 正純, 沼田 邦彦
林内歩行に対する生理負担について
高柳 敦, 私市 知子, 川村 誠
天然林におけるクマハギ発生要因
佐宗 文暁, 高柳 敦
樹液及び樹木由来の揮発成物質からのクマハギ原
因解明へのアプローチ
平山 貴美子, 嵜元 道徳
芦生スギ・広葉樹混交林における更新維持過程
嵜元 道徳
森林下層における林冠種個体群の樹冠の維持機構
中西 麻美, 秋田 豊, 大池 航史, 大橋 京都大学農学研究科附属演習林における酸性雨モ
健太, 神垣 秀樹, 紺野 絡, 佐藤 修一, ニタリング－1998年全国一斉観測における湿性降
柴田 正善, 柴田 泰征, 登尾 久嗣, 羽 下物の観測結果－
谷 啓造, 細見 純嗣, 馬渡 和則, 柳 直
井倉 洋二, 中尾 登志雄
全国一斉集中観測結果 林外雨とスギの林内雨およ
び樹幹流
全国演習林協議会酸性雨ワーキング 全国演習林酸性降下物一斉観測の結果から －湿
グループ, 佐藤 冬樹
性降下物、乾性降下物の化学組成－
奥 敬一, 深町 加津枝, 大住 克博
写真投影法被験者の撮影ペース
嵜元 道徳, 菊沢 喜八郎
モジュールの構造と動態に関する研究
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平成10年度文部省 国際共同研究経費、
大学等における地球圏一生物圏国際共
同研究計画(後期) 「陸域生態系の地球
環境変化に対する応答」成果報告書
優良天然杉集団の地域分化
若越の林業
林内トレイルにおいて体験された景観型と利用形態 ランドスケープ研究63(5)
の関係に関する研究
空間写真から生成した樹冠面標高図を用いたギャッ 森林研究72
プ判別
降雨流出過程の相違が渓流水質に与える影響
水文・水資源学会誌13(3)
山地源流域の洪水流出に及ぼす基岩地下水の影
冷温帯ブナ天然林下の鉱質土壌の微小菌類相
大学演習林の森林教育活動 －公開講座参加者ア
ンケート調査結果－
Can We Understand Essentials of Landscape
Experiences without Considering Recreation
Visitor's Recognitions of Forest Landscapes with
Consideration to their Recreational Contexts
天然林流域からの流出物(Ⅱ)－台風による出水後
の渓床の状況と流出した岩石－
レクリエーション利用者が見ている風景から水辺林
を考える
林内トレイル上の景観体験把握における写真投影
法の妥当性
採食行動としてのクマハギ
空中写真から生成した樹冠面標高図を用いたギャッ
プ判別
冷温帯ブナ・ミズナラ林における落葉の分解にとも
なうマグネシウム動態
スギが混交する冷温帯若齢天然生林の保育技術
(Ⅱ)－除伐によるスギ、高木性樹種の成長への影響
斜面土層のパイプ流出に基岩地下水が及ぼす影響
芦生における天気予報の適中率(Ⅰ)
ブナ天然林における長期生態研究サイトの設定とそ
の概況地球圏－生物圏国際共同研究計画(IGBP)調
林内トレイルのシークエンス変化に伴う景観体験お
よび満足感評価の変動
近畿北部におけるニホンツキノワグマ (Ursus
thibetanus japonicus)の行動特性と生息環境利用の
芦生演習林内トヒノ谷におけるパイプの構造に関す
る調査
森林の多角的利用と大学演習林
Soil pipe morphology and runoff process of pipeflow
at a forested hillslope in Ashiu, Japan
スギが混交する若齢天然生林の保育技術(Ⅰ) －除
伐後16年間の林分構造の推移－
森林作業における歩行負担の生理学的解析
Betula grossaにおける葉の分化と個体内の光環境
日本海側スギ・落葉広葉樹林の斜面地形上におけ
る稚樹バンクの形成パターン
ブナの被食フェノロジー
冷温帯林の優占的な落葉性高木種若木の樹冠の
可塑性－ブナ、コハウチワカエデ、ミズナラの比較－
標識サンプリング法によるレクリエーション体験の把
ツキノワグマの食物としてみたスギ －芦生演習林に
おける糞発見状況の季節変化－
自然下の光勾配に対する落葉性高木2種の樹冠と
樹冠構成要素の反応
冷温帯林の優占的な低木3種の樹冠要素の可塑性
天然林流域から流出するリター量(Ⅰ)
冷温帯ブナ・ミズナラ林における落葉の分解にとも
なうリン動態
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佃 誠玄, 西村 和雄

大気降下物による森林生態系への非揮発性栄養塩
類の付加－サンプリング方法について－
嵜元 道徳, 平山 貴美子, 菊沢 喜八郎 天然スギのモジュールの形態、構造及び動態 －成
木と若木の比較－
高柳 敦, 成田 亮, 玉谷 宏夫
スギ林分における揮発性物質の比較－クマハギ林
分選択要因としての可能性－
細見 純嗣, 北川 新太郎, 大橋 健太, 芦生演習林での広葉樹の育苗について
大牧 治夫
嵜元 道徳, 菊沢 喜八郎
モジュール積算法による高木の着葉量の推定
Masami Shiba
Quantitative Analysis of Fragmented Landscape
Patterns Resulting from Timber Harvesting
Practices in Kyoto University Forests
Ichiro Terashima, Kyoko Kimura, Kosei Differential Analyses of the Effects of the Light
Sone, Ko Noguchi, Atsushi Ishida,
Environment on Development of Deciduous
Akira Uemura, Yoosuke Matsumoto
trees:Basic Studies for Tree Growth Modeling
長谷川 尚史, 中川 恒祐, 玉谷 宏夫, GPSを用いた野生動物の生息地評価と森林配置
高柳 敦
Toshihito Fujitani
Species composition and distribution patterns of
baetid nymphs (Baetidae:Ephemeroptera)in a
Suzuki, S., Sakakibara, N, Umezawa, T, Survey and enzymatic formation of lignans of
Shimada, M
Anthriscus sylvestris
Makoto Kato
First record of herbivory on Lycopodiaceae
(Lycopodiales) by a dipteran (Pallopteridae)
leaf/stem-minter
森哲
は虫類
相川 高信, 舘野 隆之輔, 武田 博清
冷温帯落葉広葉樹林における高木・亜高木種の開
葉・落葉フェノロジーの斜面位置による違い
中川 恒祐, 長谷川 尚史, 玉谷 宏夫, GPSテレメトリ法と活動量センサを用いたニホンツキ
高柳 敦
ノワグマ (Ursus thibetanus japonicus)の行動区分
田中 栄爾, 田中 千尋, 津田 盛也
タケ類てんぐ巣病菌の伝播および種内変異
嵜元 道徳, 平山 貴美子
スギ若木のモジュールの形態，構造及び動態 －林
冠ギャップ下と閉鎖林冠下の比較－
Takashi Osono, Hiroshi Takeda
Nutrient contents of beech leaf litter decomposed
by fungi in Basidiomycota and Ascomycota
深澤 遊, 大園 享司, 武田 博清
冷温帯天然林におけるブナ枯死材の菌類相と化学
性,物理性
渥美 裕子, 玉井 重信, 山本 福壽, 山 冷温帯林構成樹種20種の葉の水分特性
中 典和
Hideyuki Kawaguchi, Yuji Isagi, Yuko
Pollen flow and genetic structure in an Aesculus
Kaneko, Ryunosuke Tateno
turbinata population
石原 正恵, 菊沢 喜八郎
カンバ4種におけるシュート(長･短枝)の動態と繁殖
福田 淳子, 高柳 敦
多雪地における大型植食動物の被食によるハイイ
ヌガヤの衰退
山崎 理正
ブナの葉の被食レベルにみられる個体内変異
佃 誠玄, 西村 和雄
大気降下物に含まれるリンの量と起源 －芦生演習
林を例として－
Bhatta Balram Kumar, Takeda Hiroshi, Nutrient dynamics in somedecomposing leaf litters
Osono Takashi, Hirobe Muneto
in a cooltemperate forest
渥美 裕子, 玉井 重信, 山中 典和, 山 冷温帯林構成樹種の水分特性に関する研究
本 福壽
奥 敬一, 深町 加津枝, 大住 克博
森林レクリエーション利用者の景観評価についての
継時的調査
玉谷 宏夫
摂食効率からみたクマハギ
松山 周平, 嵜元 道徳
雌雄異株性樹木(カラスザンショウ)における開花・結
実過程の性差と繁殖コスト
森下 和路, 嵜元 道徳
地形変化に対する低木3種(クロモジ、タンナサワフ
タギ、ツリガネツツジ)の空間分布と地上部形態の反
深澤 遊, 大園 享司, 武田 博清
ブナ枯死材の内部における化学性と菌類の生息部
位の空間的異質性
人見 清香, 嵜元 道徳
スギ・落葉広葉樹林におけるナツエビネのフェノロ
ジーパターンと繁殖生態学的特徴
大園 享司, 保原 達, 兵藤 不二夫, 深 森林土壌において落葉分解に関わる担子菌類の生
澤 遊, 武田 博清
態と機能
中川 恒祐, 長谷川 尚史, 高柳 敦
GPSを用いたツキノワグマの行動調査
中島 皇, 大畠 誠一, 竹内 典之, 山中 芦生幽仙谷天然林の動態(Ⅰ) －大面積調査区にお
典和, 酒井 徹朗
ける6年間の枯死量と成長量－
福田 淳子, 高柳 敦
異なる生育特性をもつ低木の大型植食動物による
被食への反応
平山 貴美子, 嵜元 道徳
芦生スギ・落葉広葉樹林におけるスギの実生更新
の可能性
成田 亮, 杉本 敦子, 高柳 敦
安定同位体を用いたツキノワグマの食性分析
田中 由紀, 高柳 敦
大型植食動物による環境利用に関する研究
福田 淳子, 高柳 敦
天然林における5種の木本植物の大型植食動物に
よる被食時期
中島 皇, 大畠 誠一, 人見 清香
天然林流域からの流出物(Ⅲ) －平年の流出リター
量と流出土砂量－
紺野 絡, 上西 久哉
芦生演習林事務室におけるネットワークについて －
LANの構築と改良－
鬼塚 恵美, 伊藤 雅敏
芦生演習林公開講座参加者の動向Ⅱ
大橋 健太, 細見 純嗣, 岡部 芳彦, 中 芦生演習林,幽仙谷天然林における樹木調査 －結
島皇
果とプロットの設定・維持コスト－
Masaharu Motokawa
Geographic variation in the Japanese white-toothed
shrew Crocidura dsinezumi
Hirayama Kimiko, Michinori Sakimoto Regeneration of Cryptomeria Japonica on a sloping
topography in a cool-temperate mixed forest in the
snowy region of Japan
Hirayama Kimiko, Michinori Sakimoto Spatial distributions of canopy and subcanopy
species along a sloping topography in a cooltemperate conifer-hardwood forest in the snowy
Christopher J. Williams, Ben A.LePage, Structure,allometry,and biomass of plantation
David R.Vann, Takeshi Tange, Hiroyuki Metasequoia glyptostoroboides in Japan
Ikeda, Makoto Ando, Tomoko
Kusakabe, Hayato Tsuzuki, Tatsuo
Michimasa Yamasaki, Kihachiro
Temporal and spatial variations in leaf herbivory
Kikuzawa
within a canopy of Fagus crenata
Sakakibara, N, Suzuki, S, Umezawa, T, Biosynthesis of yatein in Anthriscus sylvestris
Shimada, M
奥 敬一, 深町 加津枝
来訪動機の構造解析を通した森林レクリエーション
利用者像の把握
森下 和路, 嵜元 道徳
林冠部の違いに対する生育形の異なる低木3種(ク
ロモジ，タンナサワフタギ，ツリガネツツジ)の地上部
山崎 一, 林 英夫
木製構造物による法面補強効果とそのメカニズムに
関する模型実験
奥 敬一, 深町 加津枝
森林レクリエーション行動下における景観体験の生
起パターン
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ヘビ類におけるもうひとつの「毒腺」:ヤマカガシの頚 爬虫両棲類学会報2004(1)
腺の機能,構造,生理
Rural development based on public and forest roads Proceedings of the symposium on rural
in mountain regions of Japan
transportation, settling Problems and
solutions on the eastern Black Sea
芦生研究林における森林保全と""ナラ枯れ""
芦生の森と‘ナラ枯れ’シンポジウム 要
カバノキ科では開葉時期が異なると葉の生理はどう 第50回日本生態学会大会 講演要旨集
変化するのか?
ブナ樹冠内における被食レベルの空間的及び時間 第50回日本生態学会大会 講演要旨集
シュート特性に基づいた枝の肥大成長メ力ニズムの 第50回日本生態学会大会 講演要旨集
冷温帯落葉広葉樹林における高木・亜高木の開葉・ 第50回日本生態学会大会 講演要旨集
落葉のタイミング－個体サイズと斜面位置の影響－
落葉広葉樹の空間獲得のための樹形形成戦略
第47回日本生態学会 中国四国支部大
会 講演要旨
大気降下物に含まれるリンの起源 －芦生演習林を 日本陸水学会 講演要旨集
例として－
芦生演習林における一般入林者の意識
第114回日本林学会大会 学術講演集
下層植生と歩行負担の関係
第114回日本林学会大会 学術講演集
森林における流域のスケールと流量・水質の関係 第114回日本林学会大会 学術講演集
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冷温帯林における落葉の分解にともなうカリウムの
溶存炭素中炭水化物濃度の時空間的な変化
大きな種子は血縁集団の分布パターンを規定する
か?－面積110haの集水域におけるトチノキの遣伝
ツキノワグマの単木レベルにおける樹皮剥ぎ対象木
の選択基準
ニホンジカの採食によるササ群落の後退に関する
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EVIDENCE FROM A LONG-TERM FIELD STUDY
「ニホンジカの森林生態系へのインパクト-芦生研究
林」企画趣旨
芦生研究林における林道走行中のシカ目撃数のモ
ニタリング
シカの利用頻度が草本群落に及ぼす影響
シカの食害が森林生態系の物質循環に与える影
響：渓流水質の予備 調査から
ヘビ類におけるマーキング法
葉緑体DNA変異によるオオモミジとイロハモミ
ジの遺伝的多様性
開葉・開花フェノロジーの異なるウルシ属２種におけ
る雄と雌の繁殖投資と繁殖コスト
トチノキ種子の花粉親の果実内および果実間での
比較
ミズメにおける豊凶現象:7 年間の年次変動と個体間
落葉広葉樹における通水性と葉のフェノロジーの関
ヤマウルシの繁殖生態：繁殖成功における雌雄異
株の花序とジェネラリストポリネーターの役割
SSRを用いたオオモミジとイロハモミジの遺伝的多様
性
山地流域におけるトチノキの遺伝構造から推測され
る対立遺伝子の拡散過程
散孔材と環孔材の当年枝におけるHuber valueの違
いとその意味
散孔材と環孔材の当年枝における葉-枝間の資源
配分の違い
テツカエデ稚樹の成長と光環境・個体密度に対する
形態的可塑性
トチノキにおける果実内の種子の数と花粉親組
森林生態研究プロジェクト・中間報告
森林環境系プロジェクト報告
秋の自然観察会（入門編）の報告
芦生研究林の天然林における種子・実生動態調査
－2007年度の報告－
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研究林・試験地情報2006
研究林・試験地情報2006
研究林・試験地情報2006
研究林・試験地情報2007

芦生研究林の天然林におけるカシノナガキクイムシ 研究林・試験地情報2007
によるナラ枯被害木の状況
山崎 理正
環境変化がもたらす森の衰退 -ナラ枯れとカシノナ 藤崎憲治, 西田律夫, 佐久間正幸編「昆
ガキクイムシ
虫科学が拓く未来」
山崎 理正, 中島 皇
フィールド教育の実践
藤崎憲治, 西田律夫, 佐久間正幸編「昆
虫科学が拓く未来」
中尾 淳, 舟川 晋也, 小崎 隆
Hydroxy-Al polymers block the frayed edge sites of European Journal of Soil Science60
illitic minerals in acid soils: studies in southwestern
Japan at various weathering stages.
中尾 淳, 渡邉 哲弘, 舟川 晋也, 小崎 Pedogenic alterations of illitic minerals represented European Journal of Soil Science60
隆
by Radiocaesium Interception Potential in soils with
different soil moisture regimes in humid Asia.
Michimasa Yamasaki, Michinori
Predicting oak tree mortality caused by the
Journal of Applied Entomology133(9,10)
Sakimoto
ambrosia beetle Platypus quercivorus in a coolMatsuyama Shuhei, Osawa Naoya,
Generalist pollinators in the dioecious shrub Rhus Plant Species Biology24(3)
Sakimoto Michinori
trichocarpa Miq.(Anacardiaceae) and their role in
reproductive success
相良 直彦
ミズラモグラ未離巣幼獣の初観察と飼育条件下へ 哺乳類科学40(1)
の持ち込み
阪口 翔太, 櫻井 聖悟, 藤木 大介, 井 集水域スケールでの植物分布確率に及ぼすシカ採 第120回日本森林学会大会
上 みずき, 山崎 理正, 高柳 敦
食圧と環境要因の影響
森下 和路, 平山 貴美子, 嵜元 道徳
低木種の分布を指標にした多雪地のスギ造林適地 第120回日本森林学会大会
判定の可能性
福島 慶太郎, 坂井 百々子, 徳地 直子 シカによる下層植生の食害が森林生態系の物質循 第120回日本森林学会大会
環に与える影響
山崎 理正
モデルで読み解くカシノナガキクイムシの寄主木選 第56回日本生態学会大会
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松山 周平, 嵜元 道徳

異なる光条件下に生育する雌雄異株ヤマウルシの 第56回日本生態学会大会
繁殖投資とコストにおける雌雄差
國永 知裕, 平山 貴美子, 嵜元 道徳, 冷温帯スギ・落葉広葉樹混交林におけるブナの更 第56回日本生態学会大会
高原 光
新過程
飯尾 能久, 片尾 浩, 中尾 節郎, 西村 近畿地方中北部における臨時地震観測
平成20年度京都大学防災研究所研究発
和浩, 三浦 勉, 平野 憲雄, 藤田 安良,
表講演会
近藤 和男, 山崎 友也, 富阪 和秀, 澤
田 麻沙代, 辰己 賢一, 加茂 正人, 澁
遠藤 暢
セミの鳴き声に関する音響生態学的研究
京都大学修士論文
太田 健一, 藤井 弘明, 淺野 善和, 伊 芦生研究林の天然林におけるリターフォール量調査 研究林・試験地情報2008
藤 雅敏, 長谷川 敦史, 小嶋 宏和, 大 （2008年度報告）
紺野 絡
「2008芦生の森自然観察会」参加者のアンケートか 研究林・試験地情報2008
藤井 弘明, 大牧 治夫, 紺野 絡, 淺野 芦生研究林の原生的な森林における樹種構成と構 研究林・試験地情報2008
善和, 柳本 順, 細見 純嗣, 大橋 健太, 造
岡部 芳彦, 伊藤 雅敏, 鬼塚 恵美
Matsuyama Shuhei, Sakimoto
Sexual dimorphism of reproductive allocation at
Botany88(10)
Michinori
shoot and tree levels in Zanthoxylum ailanthoides,
a pioneer dioecious tree.
Mizuki I, Yamasaki M, Kakutani T, Isagi Negligible impact of deer-induced habitat
Journal of Insect Conservation 14(2)
Y
degradation on the genetic diversity of extant
Bombus diversus populations in comparison with
Asako Matsumoto, Kohji Uchida,
Genetic diversity and structure of natural
Journal of Plant Research123(5)
Yuriko Taguchi, Naoki Tani, Yoshihiko fragmented Chamaecyparis obtusa populations as
Tsumura
revealed by microsatellite
Jong Sik Kim, Tatsuya Awano, Arata Temporal and spatial immunolocalization of
Planta232(2)
Yoshinaga, Keiji takabe
glucomannans in differentiating tracheid cell walls of
Crypymeria japonica
Tadashi NAKASHIMA
Debris from the natural forest watershed in a
The International Forestry Review12(5)
mountain region in Japan
Nunomura Noboru
A new spicies of the genus hucasioides (Crustacea 富山市科学博物館研究報告33
Isopoda) from Ashiu,Miyama,Nantanshi,kyoto,Cemtral Japan.
Yamasaki M
Host selection by Platypus quercivorus in primary XXIII IUFRO World Congress, "Forests
and secondary forests of Japan
for the Future: Sustaining Society and
the Environment"
飯塚 弘明, 山崎 理正, 大澤 直哉
ブナを利用するキクイムシ類の群集生態学的研究 第121回日本森林学会大会
今西 純一, 矢野 裕美子, 山崎 理正, 京都大学芦生研究林におけるナラ枯れを含む枯死 第20回日本景観生態学会大会 講演要
今西 亜友美, 夏原 由博, 森本 幸裕
拡大の経年変化と地形条件の解析
旨集
松本 麻子, 津田 吉晃, 菊池 賢, 金谷 オオモミジの遺伝的多様性～葉緑体塩基配列と核Ｓ 第121回日本森林学会大会 講演要旨集
整一, 吉丸 博志
ＳＲによる解析
松山 周平, 大澤 直哉, 嵜元 道徳
ウルシ科樹木ヤマウルシにおける訪花昆虫群集に 日本生態学会近畿地区会2010年度第２
よる送粉
回例会
坂井 百々子, 福島 慶太郎, 徳地 直子 シカ食害の有無による下層植生の種構成及び現存 第57回日本生態学会大会
量の違い
松山 周平, 嵜元 道徳
雌雄異株カラスザンショウにおける繁殖投資パター 第57回日本生態学会大会
ン、葉フェノロジーの雌雄差とその関わり
國永 知裕, 平山 貴美子, 嵜元 道徳, 冷温帯スギ・落葉広葉樹混交林におけるブナの更 第57回日本生態学会大会
松田 陽介, 奥田 賢, 高原 光
新サイト：光環境および外生菌根形成率との関係
福島 慶太郎, 大槻 あずさ, 河本 晴恵, 由良川流下過程に伴う溶存有機物および溶存鉄の 日本地球惑星科学連合大会要旨集2010
吉岡 崇仁, 徳地 直子, 今西 亜友美, 濃度変化
向 昌宏, 谷尾 陽一, 白澤 紘明
佐々木 裕樹, 飯尾 能久, 片尾 浩, 三 稠密地震観測網による琵琶湖西岸地域の地殻内反 日本地震学会2010年度秋季大会
浦 勉, 米田 格, 澤田 麻沙代, 中尾 節 射構造の評価
郎, 藤田 安良
境 優, 夏原 由博, 福島 慶太郎, 加藤 シカによる下層植生の過採食が冷温帯針広混交林 第75回日本陸水学会大会
真
流域における底生無脊椎動物の生物食物網に与え
三浦 勉, 飯尾 能久, 片尾 浩, 中尾 節 近畿地方中北部における臨時地震観測
京都大学防災研究所年報53Ｂ
郎, 米田 格, 藤田 安良, 近藤 和男, 西
村 和浩, 澤田 麻沙代, 多田 光宏, 平
野 憲雄, 山崎 友也, 冨阪 和秀, 辰己
賢一, 加茂 正人, 澁谷 拓郎, 大見 士
京都府教育委員会
伊吹・比良山地カモシカ保護地域特別調査報告書
（20･21年度）
石原 正恵, 石田 健, 井田 秀行, 伊東 モニタリングサイト1000 森林・草原調査コアサイト・ 日本生態学会誌60(1)
明, 榎木 勉, 大久保 達弘, 金子 隆之, 準コアサイトの毎木調査データの概要
金子 信博, 倉本 惠生, 酒井 武, 齋藤
哲, 崎尾 均, 嵜元 道徳, 芝野 博文, 杉
田 久志, 鈴木 三男, 高木 正博, 高嶋
敦史, 武生 雅明, 田代 直明, 田中 信
行, 徳地 直子, 並川 寛司, 新山 馨, 西
村 尚之, 野口 麻穂子, 野宮 治人, 日
浦 勉, 藤原 章雄, 星野 大介, 本間 航
今井 博之, 大谷 英児
鳴き声の音声分析を応用したエゾゼミ類の京都府内 環境Eco選書5：昆虫の発音によるコミュ
生息分布調査
ニケーション：宮武頼夫編
Takashi Osono, Satoru Hobara, Takuya Selective lignin decomposition and nitrogen
European Journal of Soil Biology47
Hishinuma, Jun-ichi Azuma
mineralization in forest litter colonized by Clitocybe
Kuriyama.T, M. C. Brandley, A.
A time-calibrated phylogenetic approach to
Journal of Biogeography38(2)
Katayama, A. Mori, M. Honda and M.
assessing the phylogeography, colonization history
Hasegawa
and phenotypic evolution of snakes in the Japanese
Takashi Osono, Yusuke Hagiwara,
Effects of temperature and litter type on fungal
Mycoscience52(5)
Hayato Masuya
growth and decomposition of leaf litter
吉村 研介, 鈴木 節子, 田中 孝尚, 鈴 日本産樹木ＤＮＡバーコーディングの現状（2009）
関東森林研究62
木 三男, 神保 宇嗣, 伊藤 元己, 館田
英典, 大谷 雅人, 勝木 俊雄, 津村 義
彦, 藤井 智之, 能城 修一, 河原 孝行,
井上 淳, 澤田 晴雄, 鎌田 直人
コナラの直径－辺材率関係の地域間比較
中部森林研究59
福島 慶太郎, 境 優, 阪口 翔太, 岩井 Deer over-browsing of forest understory vegetation アメリカ地球惑星科学連合（AGU）44Fall
有加, 長谷 川敦史, 西岡 裕平, 藤井 alters the pattern of nitrate loss to streamwater in meeting
弘明, 徳地 直子, 吉岡 崇仁, 高柳 敦 forested watersheds in Ashiu,Japan
福島 慶太郎
芦生冷温帯天然林における大規模シカ防除柵設置 第17回プロ・ナトゥーラ・ファンド助成成果
5年後の生態系機能の回復過程とそのメカニズムに 発表会
山崎 理正
天然林におけるカシノナガキクイムシの移動分散
第122回日本森林学会大会
阪口 翔太, 藤木 大介, 井上 みずき,
シカ採食圧の放置と排除は植物多様性・群集構造 第122回日本森林学会大会
福島 慶太郎, 山崎 理正, 高柳 敦
にどのように影響するのか
國永 知裕, 平山 貴美子, 松田 陽介, 冷温帯スギ・落葉広葉樹混交林におけるブナの更 第122回日本森林学会大会
嵜元 道徳, 高原 光
新過程：外生菌根形成がブナの更新に与える影響
坂田 ゆず, 阪口 翔太, 山崎 理正
報酬のないラン科ナツエビネの送粉生態
第58回日本生態学会大会
十塚 正治, 高橋 誠, 笠原 恵
ブナ葉緑体ハプロタイプの近畿地方における分布分 第58回日本生態学会大会
本田 美里, 阪口 翔太, 山崎 理正, 高 シカ過採食圧の放置と排除は埋土種子相にどのよ 第58回日本生態学会大会
柳敦
うに影響するのか－土の中から探る植生回復可能
青木 裕晃, 片尾 浩, 飯尾 能久ほか
稠密地震観測による近畿地方北部におけるメカニズ 日本地震学会2011年度秋季大会
ム解と応力場
福島 慶太郎, 境 優, 徳地 直子, 長谷 シカは森林の渓流水質を変えるか？－芦生ブナ天 第76回日本陸水学会大会
川 敦史, 西岡 裕平, 藤井 弘明, 高柳 然林に設置したシカ柵集水域における5年間の水質
佐々木 裕樹
近畿地方北部の微小地震活動域直下の地殻構造 京都大学修士論文
の推定 －S波反射法とレシーバ関数解析による－
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菱沼 卓也

粗大枯死材の現存量・分解速度・化学特性の気候
帯間比較
武田 あずさ
フォワーダの作業能力に応じた作業システムの検討
福井 遼
作業道における運搬車の走行負荷の評価
伊津野 彩子
絶滅危惧シダ植物アオグキイヌワラビの全個体ジェ
ノタイピングによる遺伝的特性の解析
坂田 ゆず
ナツエビネ(Calanthe reflexa Maxim)の繁殖生態－送
粉生態、周囲の植物が及ぼす影響－
小澤 希英
住民意識に基づいた過疎地域集落の変遷と課題
本田 美里
シカ過採食圧の放置と排除は埋土種子相にどのよ
うに影響するのか－土の中から探る植生回復可能
蝦田 渉
芦生研究林におけるセミ及び甲虫の生息状況調査
福島 慶太郎, 井上 みずき, 阪口 翔太, ニホンジカによる過採食が芦生の冷温帯天然林の
藤木 大介, 山崎 理正, 境 優, 齋藤 星 生物多様性と生態系機能に及ぼす影響の解明
耕, 中島 皇, 高柳 敦
荒井 亮
芦生の森自然観察会の応募状況について
小嶋 宏和, 藤井 弘明, 淺野 善和, 太 芦生研究林の天然林における種子・実生動態調査
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研究と森里海連環学』
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How leaf mechanical properties and water relations
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二酸化炭素吸収量を最大化する森林施業について
2015
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‐niwa‐2015緑 芦生

東日本大震災復興支援・芸術活動支援
チャリティーオークション サイレントアク
鶴田 憲次
‐niwa‐2015水 芦生
東日本大震災復興支援・芸術活動支援
チャリティーオークション サイレントアク
向 昌宏
由良川の水質分析結果（溶存態全窒素、溶存態全 森里海連環学による地域循環木文化社
リン、アルカリ度について）
会創出事業（木文化プロジェクト）2013年
松山 周平, 河村 耕史, 鈴木 伸弥, 福 スギ人工林における間伐が土壌アンモニア酸化菌 森里海連環学による地域循環木文化社
島 慶太郎, 舘野 隆之輔, 境 慎二郎, 量に及ぼす影響
会創出事業（木文化プロジェクト）2013年
平井 岳志, 向 昌宏, 吉岡 崇仁
度報告書
松山 周平, 福島 慶太郎, 平井 岳志, 芦生研究林のスギ人工林において列状間伐が材の 森里海連環学による地域循環木文化社
境 慎二郎, 向 昌宏, 石原 正恵, 八木 成長と下層植生の多様性に及ぼす影響
会創出事業（木文化プロジェクト）2013年
弥生, 長谷川 尚史, 吉岡 崇仁
度報告書
福島 慶太郎, 福﨑 康司, 日高 渉, 鈴 水源域における森林生態系の攪乱が河川水及び沿 森里海連環学による地域循環木文化社
木 伸弥, 大槻 あずさ, 池山 祐司, 白澤 岸河口域の栄養塩動態に与える影響
会創出事業（木文化プロジェクト）2013年
紘明, 向 昌宏, 上野 正博, 徳地 直子,
度報告書
長谷川 尚史, 吉岡 崇仁
福島 慶太郎, 鈴木 伸弥, 日高 渉, 白 種々の森林施業による渓流水質の変化
森里海連環学による地域循環木文化社
澤 紘明, 福澤 加里部, 西岡 裕平, 長
会創出事業（木文化プロジェクト）2013年
谷川 敦史, 林 大輔, 竹本 雅浩, 向 昌
度報告書
宏, 徳地 直子, 長谷川 尚史, 吉岡 崇
福﨑 康司, 福島 慶太郎, 白澤 紘明, 由良川流域における溶存鉄および溶存有機物の広 森里海連環学による地域循環木文化社
渡辺 謙太, 大槻 あずさ, 徳地 直子, 吉 域的な分布と動態
会創出事業（木文化プロジェクト）2013年
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福﨑 康司, 白澤 紘明, 大槻 あずさ
ける硝酸塩の期限評価
会創出事業（木文化プロジェクト）2013年
山根 京子
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ISHIHARA, MASAE I.; UTSUGI,
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Ecological Applications25(5)
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MASAHIRO; UMEHARA, TORU;
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MASAE I.; HIDAKA, AMANE
tree species along a temperature gradient in Japan
Iizuka, Hiroaki; Goto, Hideaki;
Wood-boring beetles (Coleoptera:Scolytidae,
Applied Entomology and Zoology51(3)
Yamasaki, Michimasa; Osawa, Naoya
Platypodidae) captured in ethanol-baited traps in a
natural forest in Japan
NAKAHAMA, Naoyuki; YAMASAKI,
Mass emergence of a specialist sawfly species on
Entomological Science19(3)
Michimasa; TAKAYANAGI, Atsushi
unpalatable herbs under severe feeding pressure by
sika deer
Urakawa R.; Ohte N.; Shibata H.; Isobe Factors contributing to soil nitrogen mineralization Forest Ecology and Management361
K.; Tateno R.; Oda T.; Hishi T.;
and nitrification rates of forest soils in the
Fukushima K.; Inagaki Y.; Hirai K.;
Japanese archipelago
Oyanagi N.; Nakata M.; Toda H.; Kenta
T.; Kuroiwa M.; Watanabe T.; Fukuzawa
K.; Tokuchi N.; Ugawa S.; Enoki T.;
Nakanishi A.; Saigusa N.; Yamao Y.;
河合 清定, 岡田 直紀
How are leaf mechanical properties and water use Functional Ecology30
traits coordinated by vein traits?—A case study in
Nakagawa, Hikaru
Genetic population structure of the Japanese
Ichthyological Research63(3)
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Sciences54
Elzaawely, Abdelnaser Abdelghany;
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East Asia
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28-31
11-20
1-10

55-62
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浦川 梨恵子, 大手 信人, 柴田 英昭, 室内培養で得られる無機化・硝化パラメータによる
2016 舘野 隆之輔, 小田 智基, 戸田 浩人, 野外窒素無機化量の推定
福澤 加里部, 渡辺 恒大, 菱 拓雄, 小
柳 信宏, 中田 誠, 稲垣 善之, 福島 慶
坂野上 なお
大学の森で行われる商業活動としてのガイドツアー
2016
を考える－京都大学芦生研究林の事例－
山崎 理正, Long, Pham Duy, 伊東康 ミズナラの局所的密度がナラ枯れ被害の発生に及
2016
人, 安藤信
ぼす影響
2016 柏木 孝太, 徳地 直子, 日浦 勉
森林土壌への窒素添加が土壌のリン動態与える影
2016 高橋 華江, 佐藤 拓哉
モリアオガエル産卵フェノロジーの地域内変異
松本 哲也, 宮崎 裕子, 赤路 康朗, 廣 強度のシカ食害下にある冷温帯落葉広葉樹林にお
2016
部宗
ける不嗜好性植物アシウテンナンショウの個体群構
阿部 亜里沙
ウワミズザクラの異なる種類のシュートにみられる
2016
構造的、機能的な違い
河合 清定
葉の水利用・力学特性は内部のコンパートメント化と
2016
どう関係しているか？
池川 凜太郎, 古田 智博, 鮫島 弘光, 下層植生が極度に衰退した芦生研究林におけるシ
2016
中島 啓裕, 高柳 敦
カの餌環境評価
中川 光, 源 利文, 山本 智史, 佐藤 行 環境DNA解析用ユニバーサルプライマー’MiFish’を
2016
人, 佐土 哲也, 宮正 樹
用いた広域河川魚類相調査
2016 立岩 沙知子, 高柳 敦, 吉岡 崇仁
防鹿柵内外にみられる草本植生の窒素利用に関す
2016 瀬口 翔太
樹洞の希少種オオチャイロハナムグリの繁殖木の
山口 博志, 山根 京子
京都府南丹市芦生わさび祭り開催地区における文
2016
化的植物資源としてのワサビの保全プロジェクト
福島 慶太郎
ニホンジカによる植生衰退と流域の物質循環・森林
2016
生態系機能への影響
青木 将, 飯尾 能久, 片尾 浩, 澁谷 拓 稠密地震観測網のデータを用いた下部地殻及び最
2016
郎, 三浦 勉, 米田 格, 澤田 麻沙代
上部マントルのイメージング
2016 片尾 浩
微小地震の発震機構について（２）
山口 博志
文化的植物資源としてのワサビの保存学的研究‐京
2016
都府南丹市芦生山葵祭り開催地区を事例に
Kawai Kiyosada
Relationships of compartmentalization of leaf lamina
2016
with leaf mechanical properties and water relations
池川 凜太郎
下層植生が極度に衰退した芦生研究林におけるニ
2016
ホンジカCarvus nippon の餌環境評価
立岩 沙知子
草本群落の植物種構成とバイオマスが土壌中の硝
2016
酸態窒素濃度に与える影響
田宮 優大
林相が水棲底生動物群集に及ぼす影響：水棲底生
2016
動物群集の種多様度指数からみた渓畔林に関する
阿部 亜里沙
ウワミズザクラの異なる種類のシュートにおける機
2016
能的・構造的な違い
2016 柏木 孝太
森林土壌への窒素添加が土壌のリン動態に与える
2016 板東 玲青
自然林における樹木種に依存したアレロパシーの効
安松 亮
森林集水域内の渓流水中における溶存有機炭素お
2016
よび硝酸態窒素濃度の形成要因
2016 瀬口 翔太
樹洞性甲虫類オオチャイロハナムグリの繁殖木の
2016 林 大輔
芦生研究林で活動するガイドの意識調査
2016 今井 博之, 原田 耕平, 蝦田 渉, 二村 京都府内で23年ぶりに採集されたコエゾゼミ
熊谷 真聡, 山村 正臣, 小埜 栄一郎, シャクにおける5-O-methylthujaplicatin O 2016
白石 慧, 梅澤 俊明
methyltransferase遺伝子の同定
Masae Ishihara
Intraspecific variation in masting behavior of
2016
deciduous tree Betula grossa
武田 和也
滑る花弁：蜜腺露出型の花における新しい盗蜜者排
2016
除機構
松尾 寛, 立木 佑弥, 岸田 治, 佐藤 拓 捕食者が増えると捕食効率が高まる？：アカハライ
2016
哉
モリ－オタマジャクシの捕食－被食関係での検証
S. Aoki, Y. Ito, H. Katano, T. Miura, I. Three-dimensional distribution of S wave reflectors
2016
Yoneda, M. Sawada
in the northern Kinki district, southwestern Japan
Plant functional traits have globally consistent
2016 Kunstler G, Falster D, Coomes DA, et aleffects on competition （この研究はモニタリングサ
イト1000から芦生研究林のデータを引用したもの）
2017 平井 岳志
芦生における狩猟塔の試作過程
2017 林 大輔
センサーカメラが捉えたニホンジカ出没傾向
熊谷 真聡
A new O-methyltransferase gene involved in
2017
antitumor lignan biosynthesis in Anthriscus
熊谷 真聡, 山村 正臣, 小埜 栄一郎, シャクにおける抗腫瘍性リグナン生合成遺伝子の探
2017
白石 慧, 梅澤 俊明
索
松本 哲也
栄養繁殖能力が異なるテンナンショウ2種のシカ食
2017
害下における個体群構造
2017 武田 和也
滑る花弁：蜜腺露出型植物における新しい盗蜜者排
2017 高橋 華江, 佐藤 拓哉
モリアオガエルの繁殖同調：空間スケールごとの駆
松尾 寛, 立木 佑弥, 岸田 治, 佐藤 拓 捕食者が増えると捕食効率が高まる？：捕食－被食
2017
哉
関係の密度依存性に関する新規プロセスの検証
安松 亮, 吉岡 崇仁
渓流水中溶存有機態炭素および硝酸塩濃度の源頭
2017
部森林小集水域内における変化とその要因
柴田 英昭, 長田 典之, 本間 航介, 吉 大学演習林での教育研究ネットワークの最新動向
2017
岡 崇仁, 井倉 洋二, 高木 正博, 佐藤
2017 森 哲
ヘビ類の行動
Kiyosada Kawai, Rintaro Miyoshi, Naoki Bundle sheath extensions are linked to water
2017 Okada
relations but not to
mechanical and structural properties of leaves
Keitaro Fukushima, Katsuyuki Ishiic
Effects of deer grazing on soil C and N dynamics in
2017 and Takahito Yoshiokaa
Miscanthus sinensis grassland and Quercus serrata
forest in Ashiu research forest, Japan
2017 相場 寿秀
防鹿柵設置と地形がアリ種組成に与える影響
中臺 亮介, 川北 篤
Patterns of temporal and enemy niche use by a
2017
community of leaf cone moths Caloptilia coexisting
on maples as revealed by metabarcoding
岡本 勇貴, 井上（高橋） みずき, 福本 積雪はシカ目撃個体数の年次変動に影響を与える
2018 繁, 福島 慶太郎, 境 優, 阪口 翔太, 藤 のか？
木 大介, 高柳 敦, 山崎 理正
相場 寿秀, 山崎 理正, 高柳 敦, 藤木 大規模防鹿柵は森林性のアリに影響するのか？―
2018 大介, 井上 みずき, 福島 慶太郎, 境
設置後10年で見えた変化―
優, 阪口 翔太
齋藤 英梨子
保全重視の自然公園における利用のあり方～芦生
2018
研究林を題材として～
野田 佳愛
人はなぜ森で癒されるのだろう～森林内での行動に
2018
おける脳波特性～
東 若菜, 中西 晃, 駒田 夏生, 小川 裕
2018 也, 岩岡 史恵, 西田 圭佑, 神崎 護, 野
口 結子, 石井 弘明
2018 山崎 理正, 安藤 信
石原 正恵
2018
山口大学経済学部

芦生研究林内保存木の保全生態学的研究ー着生
植物群集と林冠土壌ー
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回例会
Earth Planets Space68

107

Nature529

1–15

研究林・試験地情報2015
研究林・試験地情報2015
京都大学修士論文

25-31
32-34

第67回日本木材学会大会

口頭発表

岡山大学修士論文
京都大学卒業論文
第64回日本生態学会大会
第64回日本生態学会大会
第128回日本森林学会大会
森林環境

166-177

これからの爬虫類学<松井正文 編）
Trees31

61-71
1227-1237

Journal of Forest Research22(5)

309-313

京都大学卒業論文
Molecular Ecology 26(12)

3309-3319

第65回日本生態学会大会
第65回日本生態学会大会
京都大学地球環境学舎修士論文
京都大学農学研究科修士論文
第65回日本生態学会大会

冷温帯落葉広葉樹林の25年間の動態
第65回日本生態学会大会
シカ生息地におけるオオバアサガラ林の成立と剥皮
による枯死
ケース：京都府南丹市美山町（仮）

2017
2018
2018
2017

坂田 ゆず, 中浜 直之, 相場 寿秀, 山
崎 理正
水谷 あゆみ
水谷 あゆみ, 東 若菜, 平井 岳志, 石
原 正恵, 金子 命, 高柳 敦, 松山 周平
Takahashi Kae, Sato Takuya
高橋 華江, 佐藤 拓哉

2017
2018 高橋 華江, 佐藤 拓哉
林 拓也
2018
Nakagawa, H., Yamamoto, S., Sato, Y.,
2018 Sado, T., Minamoto, T., Miya, M.
2018
2018
2017
2018

Nakagawa, H., Takemon, Y.
中川 光, 佐藤 拓也
Nakagawa, H
加藤 慎也, 飯尾 能久, 片尾 浩, 澤田
麻沙代, 冨阪 和秀, 三浦 勉, 米田 格
安松 亮

2018
2018

谷鑫

鈴江 卓也, 中島 皇, 山下 貴之, 増尾
貴裕, 福島 慶太郎
米澤 悟, 潮 雅之, 高柳 敦, 齊藤 浩明,
2018
宮 正樹, 井鷺 裕司
2018 山崎 理正, 安藤 信
大戸 夢木
2018
2018

2018
2018

阪部 拓海
石原 正恵

2019 船本 大智
吉田 雅理, 北山 兼弘, 菱 拓雄, 小野
2019
田 雄介
Yuzu Sakata, Naoyuki Nakahama
2018
2018 飯尾 能久
加藤 慎也, 飯尾 能久, 澁谷 拓郎, 片
2018
尾 浩, 澤田 麻沙代, 冨阪 和秀
小林 滉平, 森 哲
2019
2019
2018

池川 凛太郎, 平田 有加, 福本 繁, 林
大輔, 徳地 直子
杉村 和紀, 黄瀬 雄司, 奥川 あかり

環境省自然環境局生物多様性セン
ター
加藤 薫, 河合 清定, 粟野 達也, 岡田
2019
直紀
河合 清定, 岡田 直紀
2019
2019

2019

高橋 華江, 佐藤 拓哉, 瀧本 岳

2019 Ken Taguchi
Wakana Azuma, Akira Nakanishi,
2018 Natsuki Komada, Chikae Iwaoka, Yuya
Ogawa, Keisuke Nishida, Yuiko
Noguchi, Mamoru Kanzaki, Hiroaki Ishii
東 若菜, 小川 裕也, 駒田 夏生, 龍見
2019
史恵, 神崎 護
山崎 理正, 金子 隆之, 高柳 敦, 石原
2019
正恵, 安藤 信
高柳 敦
2019
2019

別所 隆弘

Tetsuya K. Matsumoto, Muneto
2018 Hirobe, Yasuaki Akaji, Yuko Miyazaki
2018
2020
2020

豊島 淑子
環境省自然環境局生物多様性セン
ター
赤石 大輔, 法理 樹里, 徳地 直子

Fithriyah AF, Shimizu N, Hoshino S,
2019 Onitsuka K
Nakagawa Hikaru
2019
2019 飯尾 能久 他
加藤 慎也, 飯尾 能久, 澁谷 拓郎, 片
2019
尾 浩, 澤田 麻沙代, 冨阪 和秀
Hara S., Y. Fukahata, Y. Iio,
2019
Fukushima Keitaro
2019
福島 慶太郎
2019

カラスシキミDaphne miyabeanaの繁殖生態

第62回日本生態学会東北地区会

シカによる下層植生の衰退がミズナラの成長と繁殖
に及ぼす影響
シカによる下層植生の食害がミズナラのシュート成
長に及ぼす影響
Spatial variability in prey phenology determines
predator movement patterns and prey surviva
芦生研究林におけるモリアオガエルの繁殖フェノロ
ジーの池間変異と捕食者の移動パターン・被食者生
存率への影響
アカハライモリの非繁殖生態
Application of stable isotopes for estimating vertical
distribution of fungal hyphae in soil
Comparing local- and regional-scale estimations of
the diversity of stream fish using eDNA
metabarcoding and conventional observation
Fish–prey interactions in, and associated data from,
a temperate stream of the Yura River, Kyoto, Japan
京都大学北海道研究林標茶区における水生昆虫相
と分類群同定キー
Temperature-dependent gastric evacuation rate of
the Japanese delicate loach Niwaella delicata
近畿地方中北部におけるS波反射面と深部低周波
地震の関係
森林集水域内の渓流水中における溶存有機炭素お
よび硝酸態窒素濃度の形成要因 ー集水域土壌の
化学特性についてー
芦生研究林長治谷シカ排除実験区におけるニホン
ジカの食性調査
天然林流域からの流出（Ⅴ）-台風イベントによる粗
粒状有機物の流出環境DNAメタバーコーディングによる森林の哺乳類
相調査 -絶滅危惧種ニホンカワネズミの生息確認冷温帯落葉広葉樹林の25年間の動態
ハゼ科ウキゴリ属における塩分に関する生理的選
好性に反した淡水域への遡河
スギが優占する冷温帯林における2017年台風21号
による被害ー幹折れに対する腐朽及びクマハギの
シカ生息地におけるオオバアサガラ林の成立と剥皮
による枯死
鐘型の花における夜行性ガ類への花形質の適応
針葉樹と広葉樹の樹冠構造の違いに見られる樹木
の光利用戦略と森林生産性の関係
Flexible pollination system in an unpalatable shrub
Daphne miyabeana (Thymelaeaceae)
大阪北部の地震と周辺の地震発生場の特徴
S波反射法とレシーバー関数解析から推定された近
畿地方中北部における地震学的構造
野外の人口灯周辺におけるニホンヤモリの行動の
連続的観察
最後のササを守るために ～芦生研究林三国岳にお
けるササ類衰退の現状～
セルロース学会関西支部 若手セミナー2018 in 京
都・芦生
平成30年度重要生態系監視地域モニタリング推進
事業（陸生鳥類調査）調査報告書
カエデ属における土壌水分傾度に沿った水利用特
性の比較
Latitudinal changes in leaf, shoot, and stem traits of
Fagaceae in East Asia: focusing on species turnover
and intraspecific variation
フェノロジーの時空間変異とメタ個体群動態：個体群
サイズに依存した確率的効果
京都府由良川水系上流域の魚類相
Canopy vascular plant community and arboreal soil
characteristics on a large, long-lived Cercidiphyllum
japonicum tree in temperate forest, Japan.

酪農学園大学卒業論文

芦生研究林内保存木の着生植物群集の保全生態
学的研究
ナラ枯れが冷温帯林の長期動態に及ぼす影響
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第130回日本森林学会大会
第66回日本生態学会大会
第66回日本生態学会大会
近畿大学農学部環境管理学科卒業論文
The 8th East Asian Federation of
Ecological Societies, International
Congress

第66回日本生態学会大会

施業としての防鹿柵 －長期にシカを防ぐ柵の規格・ 第130回日本森林学会大会
標準施工・維持管理－
あとから読む物語：ホタルを読みに行く
物語と画作りで人を魅了する 最高の一 102-103
枚を写し出す写真術
Population structures and spatial patterns of two
Journal of Forestry Research31
155-162
unpalatable Arisaema species (Araceae) with and
without clonal reproduction in a riparian forest
intensively grazed by Sika deer
トチノキ平のトチノキ
イオンモールKYOTO
(京都ネイチャーフェスティバル)
平成31年度重要生態系監視地域モニタリング推進
事業（陸生鳥類調査）調査報告書
芦生研究林におけるエコツアーガイドとの協働によ 第67回日本生態学会大会
る生物多様性モニタリング
Tourists’ Attitude Affecting Consumption Behavior The 4th International Symposium for
for Sustainable Satoyama Tourism: A Comparison
Sustainable Landscape Development
between Domestic and International Tourists
Habitat changes and population dynamics of fishes Conservation Science and Practice1(8) e71
in a stream with forest floor degradation due to
deer overconsumption in its catchment area.
大阪府北部の地震の余震域とその周辺の応力場 日本地震学会
近畿地方中北部の下部地殻における断層帯深部の 日本地震学会
地震学的構造
P‑wave first‑motion polarity determination of
Earth Planets Space71
waveform data in western Japan using deep
learning, Earth, Planets and Space
The role and fate of riverin dissolved organic matter Finland-Japan Bilateral Seminar:
from land-sea continuum.
“Carbon and nutrient dynamics from
terrestrial to aquatic ecosystems”
シカ食害による植物-土壌系窒素動態の変化
京都大学生態学研究センター研究集会
「植物に対する環境ストレスの影響 -植
物生態系の機能と生物多様性の保全を
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2019

Fukushima Keitaro

Influence of deer grazing on water quality of
mountain stream
Comparison of hydrological control in streamwater
residence times across headwater catchments

Katsuyama Masanori, Haga Hirokazu,
2019 Fukushima Keitaro, Oda Tomoki,
Fujimoto Masamitsu, Osaka Ken'ichi,
Nagano Ryohei, Egusa Tomohiro
井上 みずき, 伊東 宏樹, 山崎 理正,
状態空間モデルを用いたシカ個体群の季節変動と
福本
繁,
岡本
勇貴,
甲木
勝也,
福島
年変動
2020
慶太郎, 境 優, 阪口 翔太, 藤木 大介,
中川 光, 石原 正恵, 高柳 敦
小林 滉平, 森 哲, 堀田 崇, 酒井 理
ニホンヤモリは人工灯周辺に集まる際に光刺激を用
2020
いているか
小林 滉平
Effect of a light stimulus on approach to artificial
2020
lights in Gekko japonicus and the frequency of its
light environment use in the field
鈴江 卓也, 中島 皇, 福島 慶太郎
天然林流域からの流出（Ⅶ） 天然林の動態と流出
2019
物の長期モニタリング
長澤 耕樹, 瀬戸口 浩彰, 牧 雅之, 沢 日本におけるスゲ属２節の種多様性形成過程の解
2020 和浩, 堀江 健二, 永野 惇, 陶山 佳久, 明
松尾 歩, 綱本 良啓, 阪口 翔太
長澤 耕樹, 瀬戸口 浩彰, 福本 繁, 石 多雪環境の歴史変化が植物の集団動態に与える影
2020 原 正恵, 沢 和浩, 堀江 健二, 増田 和 響
俊, 阪口 翔太
増田 和俊, 瀬戸口 浩彰, 長澤 耕樹, 後氷期の気候温暖化がゼンテイカ群の末端集団動
2020 沢 和浩, 丹後 亜興, 坪井 勇人, 福本 態の決定的要因である
繁, 堀江 健二, 石原 正恵, 阪口 翔太
藪本 紘基
森林土壌環境におけるマイクロプラスチックの動態
2020
－シロアリとの相互作用－
鈴江 卓也, 中島 皇, 山下 貴之, 増尾 台風により天然林流域から流出する粗粒状有機物
2020
貴裕, 福島 慶太郎
についての実証的研究
Kobayashi Keisuke, Yamamura
Characterization of lignan O-methyltransferases
Masaomi,
Shiraishi
Akira,
Ono
Eiichiro,
involved in antitumor biosynthesis in Anthriscus
2019
Ragamustari Safendrri Komara,
sylvestris
Kumatani Masato, Satake Honoo,
高柳 敦
施業としての防鹿柵 －長期にシカを防ぐ柵の規
2020
格・標準施工・維持管理－
佐々木 真優
日本の森林生態系における土壌窒素純無機化速度
2020
に影響を及ぼす要因
佐々木 真優
日本の森林生態系における土壌窒素純無機化速度
2020
に影響を及ぼす要因
佐々木 真優
日本列島の自然林における土壌窒素とリンの可給
2020
性を決定する要因
阪部 拓海
冷温帯天然林における生立木腐朽の発生状況およ
2020
び炭素蓄積への影響
阪部 拓海, 石原 正恵, 山崎理正, 嵜元 森林の炭素蓄積量推定の落とし穴：冷温帯天然林
2020
道徳, 戸田 求, 崎尾 均
における生立木の腐朽の影響
Kae Takahashi, Gaku Takimoto, Ayumi Metapopulation dynamics of the forest green tree
2019 Matsuo, Yoshihisa Suyama, and
frog driven by spatiotempoal variation in
Takuya Sato
reproductive phenology
Kae Takahashi and Takuya Sato
Spatial variation in breeding phenology at small
2020
spatial scales: A stochastic effect of population size
2020 宇野 裕美
マクロ生物学百花繚乱Ⅱ ～世界一周～ 開催報告
今井 博之, 岡部 芳彦, 二村 一男, 大 脱皮殻と鳴き声の音声分析によって確認したコエゾ
2007
谷 英児
ゼミとアカエゾゼミの京都府新産地
2010 蝦田 渉, 鈴木 瓦
京都府におけるハラアカトゲバコメツキダマシの記
今井 博之, 原田 耕平, 蝦田 渉,
灯火によって採集したエゾゼミ類の成虫-芦生研究
2017
二村 一男
林での結果2020 今井 博之
芦生の森のセミたち 2004～2020年の記録

Finland-Japan Joint Seminar
American Geophysical Union 2019 Fall
Meeting
第131回日本森林学会大会

第67回日本生態学会大会
京都大学理学研究科生物科学専攻修士
論文
第68回砂防学会研究発表会岩手大会
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第19回日本植物分類学会
第67回日本生態学会大会
第19回日本植物分類学会
京都大学農学研究科森林科学専攻修士
論文
京都大学農学研究科森林科学専攻修士
論文
The 4th Asia Research Node Symposium
on Humanosphere Science -Present and
Future of Humanosphere Science第131回日本森林学会大会
京都大学農学研究科森林科学専攻卒業
論文
第67回日本生態学会大会
第131回日本森林学会大会
京都大学農学研究科森林科学専攻修士
論文
第67回 日本生態学会大会
2019 Annual Meeting for the Ecological
Society of America
Population Ecology62(3)
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