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諏訪湖とその集水域における陸水学，生物学および地質学
の文献目録（1891〜1980）と研究小史
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るような作業により分類配列し，諏訪湖とその集水域
における研究略愛をまとめ，文献秘録を作成したので

1．まえがき

報告する。

諏訪湖集水域生態系の綜余的研究を開始するに当

本文献自選の作成には，植物学関係の研究史作成は

り，各種の研究項目の分担研究員から，それぞれ収集

信州大学教養部の清水建美教授の御援助をうけ，また

した文献や，現在の仕事の成果の悪文を整理して，研

坂本圭司氏には植物関係の文献積録について御教示を
うけた。さらに，諏訪湖集水域生態系研究班の班員各

究推進の能率を挙げるに便ならしめると共に簡単な研
究史を作るよう要望された。それで遅まきながらその
要求に応えるべく仕事にかかったが，諏訪湖とその集

位からは数々の御支援をいただいた。以上記して感謝
の意を面する。

水域に関係する文献は，1890年代にはじまり今臼にi拠

2．報文の収集とその分類配列の方法

る約90年間に亘り存在し，その報文数は謝しい数にの

ぼる。それらを，単に年代順に並べたり，おおまかな
分頚項鶏に分けるだけでは，研究利用には役に立たず，

本来ならば，まず，原著報文を収集して後文献カー
ドを作ることから開始するのであるが，今園は著者や

いたづらに混乱した不満足な文献貝録になりかねない
し，まして報文内容の大略に基づいた研究史の記述さ

班内研究員の所持するものは別として，その大部分は

え困難建となるQ

既に発刊された文献図録や引用文献よりカードを作製

それで，まず報文を〜件毎にカードに記載するカー
ド整理方法を採用した。それは，一定の方式の分類法
にしたがってカードを整理配列し，研究老の必要に応

した。

すなわち，全圏的な陸水学蘭係のものは吉村編
（1944）のB本湖沼学文献穏録1（1883〜1％2）およ

じて容易に見出し利用出来る様専門分野毎に見出し

び資源科学研究所編（1950）の同名琵（1943〜三949）

カードを挿入したり，新たに二二された報文の追加増

があるが，これらは報文を年度別に集めて著巻のAB

補も可能な有利な文献整理法である。こうしたカード

C順に配列したものである。また，諏訪湖とその集水

方式による分類配列をすれば，分類項目内のカーゼを
みれば，それぞれ研究分野の歴史的経過が容易に判明

域の陸水学ならびに陸水生物学関係の文献鶏録は，小

するし，また，全毅的な研究史も各分類項員内のカー
ドの枚数を数えれば，年代鋼の各学門分野の研究の盛
著老らは，収集した報文カード約1，2GO枚を，後述す
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〜1966）があるが，分類内容は単行本，地学，物理，

化学，生物（水産を含む），雑件の6項屠を設け，項目
内の略文は年代順に配列したものである。最近のもの

衰も明らかにすることが可能である。

＊信辮大学理学部

泉・大谷（1966）の諏訪湖湖沼学文献リスト（1890

Un量v．

では，諏訪臨湖実験所業績目録のNo。1〜3（1972

諏訪湖とその集水域における陵水学，生物学および地質学の文献目録と研究小史

29

〜1980）の1962〜1977年閥の諏訪湖に関する陸水学関

表された報文数を数え、分類項屋別と年代別との関係

係の文献リストがある。

を褒わす報文数の分布蓑を作成すると表1のようであ

集水域の陸上関係の文献騒録は，地質開戦では諏訪
教育会（1975）の諏訪の自然誌，地質編の文献昌録，

り、年代順の報文数の変化は図1に示すとおりである。

報文総数は608篇におよび，集水域に関するもの140

植物編（1981）および動物編（1978）の各節の末尾に
掲載された引用文献があり，桜井（1973）の霧ケ峰高

篇，諏訪湖は468篇を数えた。衰1と図1によれば，年
代の進むにつれて増える傾向が顕著であるが，昭和初

磨湿原と陸水に関する文献賛録もある。

期（1920年代）の経済不況のときと、第二次大戦中（1941

以上の資料から，報文1件毎にカードを作成し，記

文題名や著者名およびその報文の内容に基づいて

〜1945）には著しく減っている。最大数は1G2篇で1966
〜1970年間にえられ，報文総数の1／6強を占める。

磁）C国際十進分類法（1974年版）とその索引（1945）

吉村（1944）はβ本湖沼学文献鼠録王（1883〜エ942）

により，各カードに分類番号を振り，定められた配列

で収集した総論文数は587篇で，5年毎に集計して我が
国の湖沼学発達史を述べているが，ホ報告の結果と同
様に1920年代および1％0年代には論文数は少ない。

法にしたがって整理した。見出しカードは必要項鼠毎
に作成し，また，各項農内のカード枚数が50枚を越え
るときは，細分分類番号の見出しカードを挿入した。
分類番号は諏訪湖の集水域生態系研究に主体をおき，

分類項農（報文内容）樹の報文数と年代との関連で
は1910年代までは集水域の研究はほとんど見られない

使用に便ならしめるように振って配列順序を定めた。

が，諏訪湖では主として地質や物理に関するものが大

また，学問分野の二丁が重なるような場合は，分類番

部分である。1920年代と1930年代には，集水域では温

号の若い方を優先させた。

れぞれの分類項屋の番号順に配列したが，前者は陸水

泉や霧ケ峰の池沼生物の研究が，諏訪湖では化学的水
質，生物では底生動物，魚類および水産業の記文が多
くなる。一方1910年代に多かった地質学や物理学的な

学と陸水生物学であり，後山は地質学と陸上生物学に

研究は一様に少なくなっている。

関する報文で構成した。

戦後には，集水域では温泉関係の仕事が1950〜1970
年の閣に多くなされ，また，河絹水質からはじめられ

報文を陸水関係と陸上関係のエつの群に大鋼し，そ

報文の選別は，自然科学関係の原著論文や綜合報告
を主とし，人文関係のものは必要なもの以外は除外し
た。また通俗記事は単行本の他は原則として載せてな
し

た研究は近年は河川生物群の研究へと移りつつある。
また，霧ケ峰の池沼の研究は1910年代から引きつづき
近年まで継続され、その報文数は少なくない。

o

匿録の書き：方は，著者名，年轡（薦歴），報文題名，

巻，号，頁の順であるが，学術雑誌の巻数や報告書の
号数はゴチック体で印刷し，輯や集の下に巻，号のあ

諏訪湖では，湖沼生産力研究にはじまって、プラン
クトン，底生動物の下文が急速に増え，大型水草がそ

れらに次いでいる。また，生物生藤力研究と関連の深

はゴチック体，号は（）で囲んで表わし，頁は起頁

い化学的な水質の研究が1960年代より目立って多くな
り，1960年代後半からは湖の汚濁と富栄養化の現状や

と終頁を示すようにした。単行本は頁数の後に発行所

その対策の報文が集中的に増えている。水産関係のも

名を誌した。

のは，戦前，戦後を通じて各年代に分散し，報文数の

るものは，輯や集をローマ字（例えば11，評など）巻

なお、この文献濁録から文献カードを作成可能なよ

総計は多い。このように諏訪湖において，戦後報文数

うに記載の巾を狭めて印刷してあるので，ゼロックス

が急増したのは内水面生産力研究（1948〜1951），

などでコピーをとり，1丁丁毎に切断して図書館胴

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力に関する研究（1968

カード（75x125艶m）に貼付ければ容易にカードとし

〜1973）（特定研究）および諏訪湖集水域生態系研究

て保存利用できる。

（1977〜継続中）（特鋼研究）などの総合研究が行なわ

れてきたことや，諏訪湖浄化対策研究委員会（1965

3．結果と考察

〜1968）の調査活動の成果が発嚢されてきたことによ
る。そして，これらの研究作業に剃激されて，地元の

3−1．一類項墜と無代別の報文数からみた研究小史

教育関係者や中学，高校の研究クラブに研究熱が高ま

3鳳畷．諏訪湖とその集水域の陸水関係報文数

り，一層報文数の増大を招来したことは確かである。

上記の手順により分類須呂毎に整理配列された報文

3畷一2．集水域の陸上関係報文数

カードのうち，陸水学および陸水生物学に卜するもの

報文を地質学関係と生物学関係の二つに分けて分類

は，1891〜1980年の間において，5年聞隔の年代に発

配列し，陸水閣係と声様な方法で報文数の分泰裏と図
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園1．諏訪湖とその集水域に関する陸水学的，生物学的及び地質学的発袈
報文数の年代的変化．

を作り，表2と図1に示した。
3−1−2−1．地質関係の≡撮文数

を考慮に入れても年代の進行に伴なう報文の発蓑数
は，陸水関係の報文数の増減傾向とほぼ問様で，第二

地質学関係の報文の収集年の範囲は，1896〜1980年
の閥であるが，最近の6年間すなわち1975〜圭980は急

次大戦中の大きな落ち込みはあっても，一般的にいっ

に少なくなっている。これは，諏訪の自然誌，地質編

集総報文数219篇のうち約2／5が1960年代に集中してお

の発行年が1975年で．著者らの大部分の報：文収集源が

り，1970年代前半からやや減少傾向がみられる。

この書の文献昌録であったことにもよる。以上の事情

て増加している。特に1950年以後の増加は著しく，収

分類項昌のうち報文数の多いのは，一般地質学で
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衰1．諏訪湖と集水域の陸水学，陸水生物学に関するUDC各分類闇闇別の研究報文数の年代別．分布表（1891〜1980）
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額訪糊とその集水域におげる鐘水学，生物学および地質学の文漱欝録と研究小史

1900年代から今日まで各年代で分散凝血されている。

気象と水管理：矢沢大二（1976）は諏訪地方の古気

第三紀と第閥紀関係の報文は1950年以後に集まり，特

候と近年のそれとの比較考察を発表し，また，渡辺義

に第三紀とその化石，そして第四紀とその火山および

人（1979）は降爾中の窒素とリンの陸水域の負荷量を

β一ム層の研究は，1960年代に入って急増しているの

算出し，その重要性を明らかにした。彌沢節工ら県衛

が國立っ。以上の項目にみる報文直談数の年代推移に

生公害研究所の研究グループ1滋960年代から1970年代

対し，鉱床学関係のものは1940年代の後半よリユ950年

に照り諏訪地方の水道資源や水質の調査に意欲的に取

代の前半にのみ集中しているのが特徴的である。

んでいる。

ノ

地下水：無文は比較的少なく，斎藤保入（1968

こうした地質学的な報文の内容は，いずれも純地質
学的なものが多く，水質と結びつく物理的および化学

〜197◎）の諏訪湖周辺の地質と地下水の関係の研究が

酌な研究や，生物学に関連させて報ぜられたものは未

ある。

だ少ないが，そのようになって行く気配は充分にうか

流入河規：生物槽の研究は，河西（白石）芳〜は既

がえる。

に1930年代の後半に八ケ岳水系や角間川において調査

3−1−2−2．陸。と生物関係の報文数

を開始しており，戦後では井出嘉雄（1972），茅野靖夫

収集報文総数は310篇で，そのうち127篇が植物関係
であり，動物に比べ著しく少ない。報文数の年代によ
る推移は，上述の陸水学や地質学の場舎と岡様に，第

禽沢秀夫。他（1975）は諏訪湖への主要流入河用全部

二次大戦中は減っているが，戦後は急に多くなり，動
物関係の研究活動は1950年代から，植物は1970年代に
入って著しくなる。

（1974）は各河川における水生昆虫相を調べた。また，

の河口部の，財用和子（1980）は一部河川の上流から
河臼部までの流下水域の，付着藻類と細菌類の組成や

数量の調薩を行ない，底生動物については倉沢。他
（1974）の報文がある。また，流入河川からの栄養塩

分類項翼中で報文数の多いのは高層湿原（霧が蜂）

の流入に関しては，渡辺記入・他（1979）が富栄養化

の植物の研究で，これは1900年代にはじまり今日まで

態策調査報漏壷において宮川水系を中心にまとめてい

の年代に分散してみられる。また草漂や森林の生態関

る。生物学的水質判定による流入河川の汚濁の経年変

係のものは1950年代より，植物分類に関しては1960年

化は倉沢。他（1973）が，農村地域や山地偏流の底生

代以降に急増している。一般動物と一般昆虫に関する

動物による判定結果は，沖野外輝央・他（1980）や吉

ものは1960年代以後に増えて来るが，蝶類は研究歴が

環利男（1978）が明らかにした。さらに，流出河用の

古く，すでに1930年代から今艮に釜るまで各年代に分

天竜川の生物群集については，付着藻類，プランクト

散して多くみられる。また，鳥類，哺乳類も1960年代

ン（倉沢・他1962，1973，1974）および底生動物（小

以降で増えて来る。しかし以上の陸上生物の逸文の大
部分は分類，分布，習性などで，ホ研究に必要な生藤

松典1974，扇田1980）の流下に伴なう群集構造と現存

生態学的な研究感文は極めて稀であり，昨今食くそれ

盤の変化が調べられた。また，天竜用と人工河川の葭
天竜川との水質や生物群集の流下過程における変勤の

に該当する研究が閣始されたぼかりである。

比較研究（海沢・他王973，1974，1981）もしばしば行

3−2．諏訪湖とその集水域の自然科学研究経過

われて来た。

3−2−1、陸水学と陸水生物学
3−2−1−1．集水域関係
温象：諏訪湖周辺の温泉群の報知は多く，砥州沿い

河川の水質底質：水質汚濁に集中して研究している
のは県衛生公庄研究所の研究者達で，1950年：後半から

王970年まで長野県全域を調査し諏訪湖関係河川の結果

の酸性泉，下諏訪，上諏訪，盆地中部（福島，下金子，

も多く発心されている。就中岡谷市の工場排水につい

神宮寺），上原，塩壷，蓼科など研究されているが，そ

ては196◎年半ばより｝970年代にかけて詳細な報告があ

の科学的調査が最も多くなされているのは上諏訪温泉

る。

群である。最初の報文は三沢勝衛（1924）のF上諏訪

池沼と湖：霧ケ峯の池沼は，戦前は湖盆形態や水質，

温泉の泉脈について」であり，ついで三沢・吉村儒吉・

プランクトンの一部（武州久吉1917，牛山伝造1922，

他（1931）が「上諏訪温泉研究」を報告した。戦後の

1923）の研究が轟くもはじめられ，微小藻類の分類学

1950年代と1960年代には，小林濁央・稲垣益二・南英
一などが地質学的地球化学的な颪からの調査報告書を

的研究報文が多くの研究者によって出されている。戦

出した。温泉の水質は吉村（1931），野口書三雄，千野

雄，渡辺欝73）の成果が報告され，桜井は「霧ケ峯の

光芳はそれぞれ1960年代と1970年代に化学成分につい

陸水」（1973）の中で池沼の水質保全に関し警告をして

て報告している。

いる。白樺湖（入麺湖）の水質と生物群集の研究（小

後には陸水学的綜合研究（白石，倉沢，青山，桜井善

34

倉沢秀央・田中邦雄。沖野外輝夫・林

泉清明・他1970，1971）が行楽地の湖の富栄養化の一
例としてなされ，その汚濁の実状が明確にされた。

秀剛

至ってBP−PF研究（禽沢・他1976）や福原晴夫・他
（1980）によって，その後の状況が継続的に研究され

3−2−1−2．諏訪湖関係
湖沼学一般：下中阿歌麿（1981）は我が園の陸水学

てきている。特にユスリカの生態については，関要

の最初の大著「湖沼学上よりみたる諏訪湖の研究」は，

究期間中には山岸宏・福原（1969〜1971）によりその
種属と羽化期の一層詳細な生態研究がなされた。

古典的なものとはいえ現今に至るもなお高い購求をう
けている。内容は物理，化学，地質，生物，漁業，人

（1935）以来数多くの悪文が出されているが，IBP研

プランクトン：服部広太郎（1908）により植物プラ

文地理などの広範なもので，当時の諏訪湖の実状を克

ンクトンの組成とその季節変動の研究が最初になされ

明に記録している。その後，湖全体ではないが，渋の

たが，その後戦後に至るまで年間の観察は途絶えてい

エゴ調査委員会（1973）による生物を中心とした湖沼

た。終戦後に添髪。白石（1954，1955）の植物プラン

学のまとまった報告がある。これは護岸・埋立・凌喋

クトン，倉沢・他（1952）の動物プランクトンの現存

の土木工事で，潮懸直前に追い込まれた諏訪湖の天然
状態を残す大型水草の生育地帯を調査した報蕾雷で，

量の季節変動が，生物生産研究の一環として報告され

後世に伝えるべく現状を詳しく記録した貴重な資料で

生物クラブにより継続され，IBP研究では採集間隔を

ある。

短かくした年間の季節変動の現存量（倉沢・他1970

湖の地質学的研究：湖の成因は明治末期より大正初
期に研究され（山碕直方1986，山下伝吉1898，田中阿

ている。1960年代には倉沢らや地元の中学校や高校の

〜1973）が，動・植プランクトンについて測定された。

最近では，きめ細かい現存量の季節変動は勿論動・植

歌麿1902，小林房太郎圭917），一部火口湖説もあ・）たが，

プランクトンの増滅関係（青山莞爾・磯部吉章。諏訪

やがて八ケ岳噴出物による堰止湖であることが判明し

湖定期観測グループ1978，1979，1980）や動物プランク

た。

年内天然ガスは明治宋期に岩綺重三（1897）が，戦
後では木島公司・他（1952，1953）が鉱床調査をして
いる。

また湖内の「ソネ遺跡」の研究（橋塞福松1909，鳥
居竜蔵1918）は早くから開始されたが，以後中断し戦

トンの食性研究（青山1980）が積極的に行われている。

植物プランクトンの生産力：1950年代は宝月・市村
俊英（1954）により，1960年代には市村（1961）およ
び坂本充（1962〜1966）により，1970年に入ってから

は沖野（1970）によって研究がつづけられ，Bag実験
による基礎生産の共同研究（倉沢。他研究グループ）

後は藤森栄一（1964）により再開され，その成果は「諏

により多くの梅田をえた◎最近では沖野。他（1978，

訪湖のソネ研究」となって発刊された。

1980）によって基礎生産に関する観察や実験の測定が，

生物昌録：生物界全般にわたる最初の諏訪湖の孝恩
は，白石・倉沢（1948）の戦争腹後のものである。そ

奮闘を通じてなされつつある。

晩春から初秋までの長期間繁値する磁oroの蟹おに

の約30年後に禽沢・沖野（1975，1976）によって大巾

ついては，その生態，生理に関する仕事（小泉1972，

に追加種が補充され発蓑されている。

沖野1968，1973，益i子計夫1974）は多数あり、、水の華

大型水草：中野治房（1914）の植物生態研究により，

の実状が漸くはっきりして来つつあり，それの化学分

種子や分布範囲が最初に明らかにされ，その後宝月欣

析の研究（矢木博・他1964，半田暢彦・他1969）もな

二（1953），小泉・他（1967），桜井。渡辺（1973）お

された。山岸。他（1973）による

水の華

現象が網

よび倉沢・他（1977）により分布と現存量が観察測定

イケス養鯉に及ぼす影響の原困追求の仕事も意欲的に

され，倉沢・他（1979）によって湖の富栄養化や沿岸

なされて来た。

部の土木工事（離塁，埋立，護岸工事）に伴なう水草
の種属と分布帯の縮少や税素量の減少についての経年

とって重要であることが認知された浮游細菌の規存鍵

の推移が明確にされた。その他には，ある戸内水域を

や生産力は，桜井・他G970，1971）や，また近年で

限っての種属や分布帯の調査は，地元の中潮校や高校

は林秀剛・左由幹雄（1978）が剰臼菌群の季節変化を明

の生物クラブによって数多くなされている。

らカ、をこし素こ◎

底生動物：底生動物群集の種属，分布，現存貴など

細蕗と分解作用：BP研究以後，漸く生物生産に

また，

手塚環…彦

（1969），

弓、L無忠照良1〜。他

（1970）は分解過程や速度についてもふれており，佐

の生態学的研究は，宮地伝三郎（1928，1931）によっ

藤泰哲（1979）は尿素分解薦を材料にして，分解機能

て開始され，戦後閣もなく諏訪湖生物生塵研究の一環
として北沢石三・倉沢（1951，1952）によりその分布

の解明に取紐んでいる。

と現存量の季節変化が明らかにされた。また，最近に

試みは，1947〜1950年問の5年にわたるもので，その

湖沼生産力：諏訪湖生態系の生物生産研究の最初の
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諏訪糊とその集水域における睦水学，生物学および地質学の文献碧録と研究小史

成果は宝月・他（1952）の「内水薦の生産および物質

の硯究」（1918）に掲載され貴重な記録となっている。

循環に関する基磯的研究」となって発蓑された。この
即事は，各専攻分野の研究者が緊密な連携の基に共同

羽田健三（1949〜圭951）はガン・カモ科鳥類の群集生

態について発表し，林俊夫・他（1975）は渋のエゴに

して調査を行った生態学的総合研究の日本では最初の

おける鳥類の生態観察を行った。

もので，その成果は今も広く活鵬されている。この伝

漁業一般：諏訪湖の漁業全般について書かれたの

統は∬BP−PFの「諏訪湖の生物群集の生産力に関す

は，「諏訪湖の研究」（1918）である。その後の経過は

る研究」（特定研究，小泉・郷沢編1969一王973）へと引

き継がれ，さらに現在地行年の「諏訪湖集水域生態系

太田知度（1928）が雑誌「水産界」に何回かにわたり
ノ
紹介している。昭和15年（1940）に下諏訪町に長野県

研究」（環境科学，忍男【1研究

水産指導所諏訪支所が関設されるに及び，毎年の事業

倉沢編1978〜1981現在）

報告や水産振興のための方策が発表され今爾に釜って

へとへと研究域が拡大されてきた。

物質循環：以上の湖沼生産力の総合研究の骨組みと

いる。小林正人（1959）はまた「近目諏訪湖の漁業」

なる物質礪環の研究は，各分野の成果を足場として研

の中で当時の水産業の実状を明らかにしている。

究され，有機物を中心としたものでは半田（1971），小

魚類の生産1中野宗治・他（1951〜1953）や水産振
画所では，湖沿岸部の一区画を区切って魚を放養する

山（1971，1978），林早事・飽（1972）の仕事があり，

物質循環のモデル化や動態に関しては前春は霞中哲次
良β。7中野

（1978）

カミ，

宿麦春ウま坂本

（1978）

カ〜研究をこ取

組んでいる。

動物：諏訪湖の動物の分類や生態の研究業績は多

試験をしたり，また，諏訪湖漁業協同組合では組合結
成（大正6年1917）以来の湖全体の漁獲最の集計資料
を備えている。倉沢。他（1980）はそれらの資料を整

く，北沢・倉沢（1952）は諏訪湖の生産力調査の動物

理して過張から現在に至る毎年の漁獲量の魚介種別の
変遷を明らかにした。名東実（1978）は漁獲鍛と放流

編の中で，生態回内の食物連鎖國を画いている。また

事業との関連を主要魚種について報告し，諏訪湖漁業

渋のエゴの報告書（1973）中の動物の項昌には，最近

の現状に至る所以を説明した。

の多くの種属やその生態が比較的詳しく掲載されてい
る。

養殖，放流：これらの増殖事業については，戦前で
は八木貞助（1913），臼暮忠（1916），用上宗治（1917），

エビ類のうち発光エビの報文が1925−1926年に牛山

田内森三郎。他（1936）の報告があるが，戦後は水産

伝造や矢崎芳炎・他によって出されているが，その後
この種の研究は見当らない。昆虫糊は古くは千野光茂

指導所が中心となって行った魚介類の放流，養殖の結
果が主となっている。この湖の最重要な漁獲物である

（1918）が損醒して「諏訪湖の研究」に載せており，

ワカサギの研究は多いが，白石（1961）の細蟹サギ

戦後では前述の渋のエゴの報告に詳しい。トンボ類は

の生物学的並びに資源学的研究」は精力的な研究であ

朝比奈正二郎（1955），倉田稔・両角徹郎（1969）によ

る。

り種属が精査されている。

員類は移殖種であるセタシジミを研究した黒田徳

物理的現象と物理的水質：湖面に現われる水平虹に
ついて橋本福松（1918）と芽野慶次（1962，1968）の

米・他（1936）の申文の他に，戦後はタニシ，カワニ

研究があり，また湖の静振は田中（1911，1915）およ

ナの沿康部の季節移動と生産力を測定した倉沢（1950，

び臼高孝次（1940）により測定されている。水位の変

1957）の仕事がある。魚類相については，魚類分類の

動は岡谷釜口水門監理事務所（1965）において観察測

専門家が何回か調べており，戦前には田中茂穂（1909，

定がつづけられている。稲垣・他（1958）は水位：と温

1912，1931），宮地（1935）および岩禽親（1937）の報

泉湧出撮の関係を調べ，堀江三五郎（1933）は「諏訪

告があり，戦後では黒田長礼（1960）が最も多い種類

湖氾濫三百年史」を刊行した。

を記載している。諏訪湖で最も多く獲れる魚類は昭和

水温の研究は田中（1899）が分布や其の他の発祥し

年代に入ってからはワカサギであるが，これに注宣し

たのがはじまりで，戦後では増沢譲太郎（1％9，1950）

て研究を進めたのは白石で，ワカサギの成長と分布状

が結氷下≧夏季の翼翼を観察し，牛山正雄（1965）ぱ

況（1954）や一般生態および漁業との馬連を平易に解

これらの研究を引きついで研究をしている。

説した「湖の魚ゴ（1972）の好著がある。一般魚類の食

結氷に関する研究は早くからなされ，小林房太郎

性や分布に関しては山岸宏・他（1970，1972）があり，

（1906，1911），藤原咲平（1920，1936，195㊨，船津

ワカサギの稚魚の生態（山巌1971，1974）も明らかに
された。

水鳥の調査は金井汲治の永年の研究成果が「諏訪湖

康二二二

（1958，

1960）

増沢

（三948），

荒土【［秀俊

（1954）

な

どによる，結氷饅，氷厚，御渡現象などの永年の記録
を基に多くの成果を挙げている。

禽沢秀央・照中邦雄・沖野外輝夫・林秀岡
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化学的水質：吉村（1931，1937）は早くから諏訪湖

より底泥から水塊への物質移動の機構が報じられた。

を含めた全圃各地の湖沼で無機鹿の測定をしている。

富栄養化と水質汚濁：諏訪湖の汚れに関しては，

戦後の諏訪湖では宝月・他G952）の生産力研究と併
行して，湖および流入河川で大がかりの無機塩を測定

1960年御駕ぽよりその概究が急遽着手され，諏訪湖浄
化対策委員会（1966，1968）によりその憂慮すべき実

したのが菅原健・他（1949）であり，湖沼生物生産と

態が明らかにされた。小泉（1973），日比野（1974），

の関連づけを試みた。IBPでは小山・他（1972）は，

福原（1978），沖野・他（1979），桜井（1979）はその

P頁とCO、の関係図式に基づいて炭素の騨から生産
渡辺・山本満寿央G980）は，それぞれリンの季節変

汚濁原書や防止対策に雷及した報告を出している。禽
沢。他（1969，1971）は過去60年聞の湖の水質と生物
群集の変遷の経過を明らかにし，小泉・他（エ968）は

化と有機物分解におけるその挙動を調査した。窒素化
合物については，吉村（1935）が最初に手がけ，其の

他（1979）は大型水草の優占種の経年変化から，三浦

力の推算を行ない，また，中本信忠（1978，1980）と

沿岸部の生物群集構造から汚染水域を判定し，倉沢ゼ

後渡辺・山本（1978）はその季節変動を明らかにした。

泰蔵・鷹森英信（1972）と倉沢（1980）は野相と漁獲

三朔酸素は戦前では吉村（1931，1933，1938）が何回

量の変遷から，富栄養化への経年の進度状況を明らか

か観測し，戦後では沖野（1978，1980）が溶存酸素と

にした。

全炭酸の同断観測を行ないその季節変動を追ってい

水質公害：湖の周辺の工場や各種産業廃水につい

る。水の華発生蒔の酸素の水平垂直分布については，

て，小泉。青木舜（1956），桜井（1969），山本（満）・

吉村（1931）が最初に調べ表層における異常な高値を

他（1969），河野哲郎・他（1980）がそれぞれの立場か

明らかにしている。また山畑。他（1972）は綱イケス

ら湖の水質への影響を報告し，また，農地耕水の寄与

養魚被害のある

率は沖野・他（1978）が宮lllからの窒素，リンについ

スス水

現象の実態をつきとめ，最

近の研究では中島光敏・他（1979）が継続研究を行っ
ている。

沖野・他（1978，1980）は電気伝導度および各種イ

オン，NH4−N，

て明らかにしている。

湖沿岸部の改変：昔から洪水対策として護岸工事や

野

CODの定期観測を3年闘にわたりつ

づけ，その季節変動のデータを提供した。溶存および

埋立平平が盛んになされ，これら土木事業の経過は長
野県土木課（1940〜1959）の開業報告に掲載されてい
る。橘仙之助（1941）と水産庁調査研究部（1950）に

懸濁有機物の研究はIBP研究以来盛んに行われるよ

も同様な報告がある。しかし，最近大規模に実施され

うになり，半田。他（1972），半谷高久。他（1970）が

てきた湖沿岸部の改変は，富栄養化の陀止の対策とし

報告を賎し，林（1978）はPOC，

はセストン中の炭素化合物を，佐藤（1978，1980）は

てなされたもので，その作業経過は倉沢・他（1979）
の「諏訪湖大型水生植物の分布と現存量の経年変化」

尿素を，富野孝生（1971）はアミノ酸を測定した。坂

に詳しい。

DOCを，渡辺（1970）

ホ・神谷和子（1973）は植物生産と錯体有機物のリン
の関係を報じている。

栄養塩の生物利用は中本（1979，1980），湖全体の栄

下水道計画と下水処理：広域下水道の供用計闘によ
りその工事は進められているが，その進捗状況は沖野
（エ979）により著しく遅延していることが報ぜられ，

養塩の流入流出の収支関係は矢木。他（1970）と窪田

また下水処理方法については小泉・他（1970）の工場

衛二・他（1971）が明らかにし，富栄養化と栄養塩の

からの下水道投入荊処理が，澗野。保坂（1980）は活

収支関係は坂本。他（1971），半田。他（1973），日比

性汚泥法の機能が検討されている。

野（1976）および田中（哲）（1978）が算定し論述した。

3−2−2．諏訪湖纂水域の地質学

湖底堆積物と沈澱物：堀江正治（1969，1972）は湖

諏訪地域の地質の研究は，明治30年越（1900年代）

鷹の堆積層から湖の陸水学よりみた年代を報告した。

頃由下伝吉が上田園輻の地質を調査して，その説明書

小泉・桜井（1968）や林（197C，1973）により新生沈

を摸したのが最初であるという。なお，伊沢次義（1890）

澱物：量が測定され，西条八束・他（1956），小山・他

の「諏訪湖について」，岩絡重三（1897）「諏訪湖の天

（1968），八木・他（1972）によって底泥中の無機成分

然ガス」，小林舅太郎（1912）「諏訪湖の成困」，田中阿

が調査報告された。また，西条・半谷（1953），杉村行

歌麿（1918）「諏訪湖の研究」，佐藤伝蔵（1928）「諏訪

男（1960），前段修G969）および安部憲也（1972），

温泉」をはじめ多くの諏訪の陸水に関係する地質学の

西村貢（1978）により種々の有機成分が検出測定され

報文は，すべて陸水学の項で説明したので，ここでは

てきた。さらに，林（1970），高野（1970），福原・田

これらはすべて除外した。

中（暫）（1978）および西村貢・中島（1978，1979）に

地質学一般：山綺臨方（19G4）は諏訪全体のついて

諏訪湖とその集水域における陸水学，生物学および地質学の文献蚕録と研究小史

体系的な説明を試み，本間不二男（1931）は多くの研
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（1957），北沢（1969）の報文があり，また，霧ケ峰火

究を集大成しr儒濃中部地質学」をあらわしたが，こ

山に関しては牛山伝造（1924），北沢（1973）の調査報

れによって儒濃中部の地質学の基本的体系が完成した
といわれる。戦後は諏訪地方の地質図輻とその説明書

告がある。火山の岩贋に関する研究では，八ケ岳では
三沢勝衛（1934），河内（1957〜狛61），霧ケ鋒につい

を，沢村孝之助。大湘栄次郎（1953）が発賦している。

ての研究は矢野（1958），河内・他（1963）などの成果

中・古生代：中央構造線は杉山隆二G939）の好著
や，渡辺貫・石本己四雄（1937），山田哲雄G967）お

がみられる。中部地方全般の火山灰層は小林（1963，

1968，1969）によって研究され，また，八ケ岳の軽石

よび端山貯和・他の研究があり，また，糸魚川一静岡

層は吉

構造線については藤本丑雄・他（1965）の報文がある。

砕流堆積物は北沢・他（1972）によって調べられた。

入笠地域の戸台層の研究は前沼瞬郎。川辺鉄哉G967）

第露訳の構造地質：河内・他α965〜1967）は八ヶ
岳の火山列，円頂丘，火砕流堆積物について構造地質
学的研究を行ない，1℃による年代推定をした。三沢

などの，翔岸地区の地質については諏訪地学委員会
（1970）や斎藤保人（1971）の報文がある。また「長
野県の中生代層」は小林国炎・闘中邦雄（1953）によ

田鼠央や中谷進（1970）によって調査され，火

（1930）は諏訪盆地の，酒勾純俊。他（1958）はトム
ラウシ出の，諏訪地学研究委員会（1966，1969）およ

り詳細に研究されている。

第三紀：本間不二男（1926〜1928）は長野県中部第

び小池春央・他（1972）は霧ケ峰の構造土について，

三紀層の地質構造や分類を詳しく述べ，戦後では鹿銅

淡路正三（1938）はその断層地形についての研究報告

盤央（1951），困中（邦）（1968）も長野県中部全般の

をしている。

研究を試みている。細部にわたるものとしては，小林

第四紀の地形：杉【i平千彦（1959）は諏訪市畑島の地

園央（1955）が諏訪の西方地域の，諏訪地学委員会（1968

形の，川崎逸郎・村田正敏（1969，1970）には八ケ岳
高岳稜線西側にある凹地地形の調沓温温がある。

〜197めは砥用付近や下諏訪北部の調査を行い多数の
報文を出している。守麗由付近の第蕊系地質について
￠丈，

ノ」、池春夫

（1959），

濁角昭エ

（ig60，

1961），

田中

（邦）。他（1961，1962），守屋層団体研究グループ
（1962，1963）による約10扁に及ぶ膨大な研究成果が
ある。

第三総の化石：田中（邦）は単独または共著者と共
に，1959〜1973年の間に軟体動物の化石に基づいて，

信濃中北部を中心に採集観察し，フォサ・マグナ地域

第興紀の岩石：霧ケ峰の岩石学研究は山崎α965）
や鈴木正男（1969）のフィッショントランク法を用い
ての研究がある。火山岩の研究は佐藤（伝）（1927）は
諏訪盆地西側について，牛山（伝）（1925）は和田峰の，

欝瀬・他（1959）は諏訪湖周辺の火山岩の磁気と地質
に関する研究を行った。

ローム麿：全般的にみた儒弼ローム層の研究報文を
みると，小林と其の他の共著巻（1958〜1969）ξこよる

の面隠世と中薪世境界問題と取組んだ。また，守屋累

ものが大多数を占める◎諏訪地方に限ったものには小

層産の化石にもふれ，約10扁の三文をものにしている。

林（1958），八ケ岳周辺のものは北沢（1965，1967）と

第四紀：矢野和男（1964），郷原保真α967），甲府

矢野（1962〜1964）の研究がある。

盆地第四紀研究グループ（1969）は八ケ猛南麓の，河

第四紀の化石と自然木炭：植物化石群については，

内古平（1965，1974）は八ケ岳ゼノリスや蓼科出の地
質報告をしている。北沢和央・小林賢一（1973）や稲

埋木，自然木炭は小林彦賜郎（1919）が諏訪糸萱で，

垣（1953）は八ケ雷西麓や當士見の第閥紀層の研究を，

渡（1954）は諏訪湖堆積中の珪藻化石を観察している。

斎藤保夫（エ972〜1973）は岡谷市川岸地無について調

亀井節央（1970）は八ケ猛山麓で象化石を発掘した。

査をした。金丼孝夫（1973）はRIや電気面前によっ
て諏訪盆地の浅屡地質を明らかにし，哲瀬寛一（1955）

芳沢喜久（1920）は八ケ雷山麓で発見し，また，市報

第四紀の遺跡：鳥井竜蔵（1924）は「諏訪市誌」の
中で，有吏以前の湖畔晶晶の遺跡を述べ，八ケ岳周辺

およびその共著巻（1966）や野村哲は古地磁気変動の

のものでは小松慶G967）と松騎〜（1968）が，温石

立場からの地質調査を進め，成果をおさめた。飯由祥
子（1973）は更新統上部の花粉分析を八ケ宮西麓につ

遺跡については，

いて行っている。

守屋以智雄（1965）は，それぞれ霧ケ縫高原の旧文化

第黒豆の火由：古くは出崎（1898）の八ケ醤火山彙

宮坂i論士・宮坂虎次（196婆，1966）

が調査し，金井典美・岩田英経（1968）と岩塚守公・

地質調査面諭や，本四（1924）の諏訪地方についての

遺跡に関し，環境ど℃年代と古気候地形学との問題を
論述している。また，驚玉司農武（1960）は諏訪濠州

火山地質記録がある。また，八ケ岳の火由地形につい

遣跡のローム層中の炭末について報告した。

ては河内（1961〜1972）の連続的な調奄や佐藤久

第四紀の温泉地質：三沢G924）の「上諏訪温泉の
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山脈について」の報文が最も古く，中村久由・他（1952）

秀剛

の全域的調査が実施された。

が下諏訪温泉の，小林（1960）や長野県衛生部（1964）

終戦後には，五味薪平（1953），牛山正雄（1968）に

は上諏訪温泉の地質研究を行っている。長野累全：般に

より継続的に調査されているが，矢野悟道。他（1971）

ついては村井勇（1967）や飯島南海央（1970）が温泉

は1939年の園の天然記念物の指定の後に，改めて湿原

地質の概要を明らかにした。

の調査が詳細になされ，その植生と植物目録が刊行さ

第四紀の生物：那須孝悌（1972）は田本列島におけ

れた（諏訪教育委員会）。近年，特に観光薦から有名に

る第四紀の生物相を著わしているが，鈴木敬治（1970）

なるに．つれて，湿原の荒廃が蹟立ちはじめたため，林

は八ケ岳とその周辺に孤立分第する針葉樹種と第四紀

一六（1970）や桜井善雄（1973）により，その保護の

との関連づけを行った。

方策の揖針が発喪されている。

土壌：岩佐安（1962）は諏訪湖平野部の，菅野一郎

湿原の年代指定のための花粉分析は堀正一（1938，

（1962）は霧ケ峰の土壌型の，山口啓造（1962）は諏

1940）によってなされ，中野（1919）は八島が池の浮
島の生態学的研究発面し，また，湿原を取巻く草原に

訪湖周辺の水田土壌の調査結渠を報告しているσ

洪積慢，氷期：八木貞助（1928）と小林（1953）は

も注議し多くの成果を挙げている（1939，1944）。ミズ

それぞれ信州の洪積層の分布とフォッサマグナ西部に

ゴケ属の植生と分布に関しては松田行雄（1961〜1973）

おける侵食懸積を記録しており，また氷期については

が明らかにしている。

小林（1963）は日本アルプス周辺の，郷原・他（1970）

植物と生態：諏訪地方全般の植物研究の概要は，最

は八ケ昏目鼻の，田淵洋（1973）は霧ケ峰における氷
河地形と卓越風の方向雄定などの研究前文を掬した。

近発刊された諏訪教育会（1981）の「諏訪の自然誌，

小林。他（1959）は諏訪湖周辺の鮮新世火山岩類を岩

明治23年頃から研究がはじめられ，戦争末期と戦後一
時途絶えたが，1950年代から再開されている。諏訪盆

石磁気法によって調査した。

植物編」に詳しい。すなわち矢沢三郎・他（1890）の

六万石，杏仁：状空隙中の角閃石について岩石学的研究

地の植物群落研究には飛懸広（1934）による「諏訪神
社上社の社叢」め天然植生の記録があり，八ケ需の天

を行っている。

然生林は左治秀太郎G930）により，南アルプス山系

岩石学：佐藤（伝）（1924〜1929）は諏訪のll鳥鉢石，

鉱床学：八木（1923）はヂ信濃鉱物誌」と「信濃の

の森林生態は山畑勲（1963）により観察されている。

地下資源」（1946）を著わし，また，鹿間（1951）と武

また，諏訪湖集水域生態系研究の一環として調査され

藤雄方（1953）は，それぞれ南信と諏訪の鉱物につい

たものに，只木良也（1980）の集水域の葉欝とその分

てその研究成果をまとめた。有名な和田峠の柘榴石に

布に関する生産生態学的研究の成果がある。

ついては神津淑祐・他（1940，1941）が調査結果を発

縞枯現象：八ケ岳縞枯山についての研究は，戦前は

記している。諏訪地方の鉄鉱は古くは佐藤（1924）に

砂原英治・大久保寛一（1932）によウ早くもはじまっ

はじまる研究があり，その後，北孫順一（1949）や菊

たが，その後は途絶え1950年代に至って急に研究活動

池徹（1948）らによって引きつがれている。

天然ガス1木島公司は1955〜1958年の間に諏訪湖付1

が盛んになった。すなわち，五味新平・他（1954，1956），

吉田邦男・他（1975）の観察調査記録にはじまり，そ

近の天然ガスの試掘井論意やガス田の調査研究を進め

の成因については大島康行。他（1958），岩城英央。他

ると共に，湖内の天然ガスについても多くの報文を出

（1959），黒岩澄友態．で慰（1959，1960），木†寸心ゼf也（1968，

している。

1969）の菓京都立大学グループによる植生の生態学，

其の他：氷河堆積物について，中島盛男（1938）は
立科山亀甲池においてその礫を観察報告している。

生理学的な研究が約10年間にわたり実施され，群落構

3−2−3．諏訪湖集水域の陸上生物学

その縞枯の他の成因については，島津昭（工959），中原

湿原の植物：集水域の湿原としては霧ケ峰高層湿原

造，保水力，土壌などの関係が明らかにされた。また，
孫吉・観照悠一（1967），一L下茂春（1970），吉野みど

があるが，湿原の池沼については前述のとおりである。

り（1970），甲斐啓子（1971）などに．よって，地形や局

湿原の植物については，中野治房（1911）が明治44年

地風などの観点から検討された。

に調査して，霧ケ峰の湿原は，生態学および生理学に

森林華原の生態：八ケ岳における風と森林との関係

みて実に貴重なものであり，また，分類学や生物地理

では，吉野疋敏（1960）と甲斐（1977）が山地の偏形

学上の慮からも多くの研究資源をもつことを明確にし

樹から風向，気候景観を推定し，三沢勝衛（1930）と

た。その後，矢沢米三郎や河野齢蔵（1934）および本
田正次・飛濁広（1941）に研究が引きつがれ，フロラ

諏訪教育会（1965）は防風林についての記録観察をし

ている。また，八ケ岳亜高帯の森林や草原の一部の生

諏訪潮とその集水域にお焦る睦水学，生物学および地蟹学の文献目録と研究小史

産量は，それぞれ浅八面央・赤井竜男（1963）と柴田
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を，内川公人（1967）は八ケ岳のノミの生態学的研究

治（1980）によって明らかにされ，諏訪湖集水域生態

を小蒲乳類について行った。蛾の分類・分；布と生態は，

系の物質忌寸における草原の役割の研究を推進した。

小池充（1963〜1976）の長年の研究があり，ヂクガに

植生，分布：諏訪地方の植生と分布は，儒州植生研

ついての詳しい報告もあり，諏訪清陵高生物クラブ

究グループ（1971，1972）による「長野県の植生」に
詳しい。また，分布の由来は横内斎（1976）が明らか

（王966）の諏訪郡下の分布報告も出されている。

にしている。長野累植生図作成調査i団（1973，ユ974，

（1895）があり，千野光茂（1901）は八ケ岳において

1975，1976，1979）による植生図には第1〜4集のう
ちには，諏訪地方のそれも載せられている。三沢（王929）

蝶類：チョウ類の研究家には，古くは矢沢米三郎
新種ミヤマシPチョウを発見している。狛30年忌には
北沢右三，新村太朗，小松敏宏らによる「諏訪地方の

は八ケ岳火山山麓の景観型を発衷した。濤水建美

チョウ研究」があり，薪村（1940）は「畑島の蝶」を

（1971）は地質と植生に注閉し石灰岩地方と出物との

集大成した。また，諏訪蝶類岡二会における三輪充武，

密接な関係を明らかにした。

植物分類：横内斎（1955）は八ケ岳火山彙の植物や
蓼科山の植物について報じ，また，上条行雄G961）
は，長年にわたり釜無山を調査し「釜無山の植物」を

浜栄一らの研究活動も，1950年代から1960年代にかけ
て貴重な成果を挙げている。三石暉弥，武居幸重・他
や漏壷高校のクラブは，1970年代に入ってミヤマシロ
チョウの生態とその保護に賦し研究活動をつづけてい

発刊した。飛田（1934）は上記の如く諏訪上山の祉叢

る。さらに，チョウに嵜生する昆虫についても調査し

を調査したが，高階諏訪盆地周辺の自然林は，東俣御

ている。

料林と車出の一部のみでこれらも漸次工下林に変りつ

鳥類の分類1金井汲治は明治末期には鳥類の標本採

つあったが，上社のみは樹種も林床植物も豊富で自然

集をおこない，その成果を霞中阿歌麿（1918）の諏訪

林の様相を保持していたことを指摘し貴重なデータを

湖の研究に載せ，来発蓑ではあるが「諏訪湖産鳥類自

残した。

録」を作っている。戦後の研究活動は習ざましく，諏

動物と生態：諏訪地方の一般動物に関しては，諏訪
教育会（1978）の諏訪の自然誌，動物編に詳細に述べ

訪教育会動物委員会（1967，1970，1973）が多年にわ
たり諏訪地方の鳥類桐全般の各種林相別の鳥類相や北

られている。集水域の各種の森林の林床大型土壌動物

八ケ岳森林帯にまで及ぶ，広範な研究活動がなされて

の生態学的研究が，斉藤習・他（1980）によって進め

いる。中村登流（1967，1975）も北八ケ雷や，針葉樹

られ，諏訪湖集水域生態系の研究という新しいテーマ

林帯から広葉樹林帯に釜る晶相の変動を明らかにして

の解明に役立つことが期待される◎

いる。

動物の分類と生態：諏訪教育会動物委員会α970）

鳥類の群集生態：群集生態は諏訪教育動物委員会

により，諏訪地方の無脊推動物桐が発表されたが，そ

（1970，1973）の観察研究があり，信州鳥類生態研究

れ以前霧ケ峰の無脊雄動物桐が発婁されている

グループ（1977）や中村（1963）は繁殖期の群集構造
の観察を詳細に記録している。各種鳥類の生態は，諏

（1966）。全動物昌録は諏訪教育会（1978）の上記動物
編に掲載されている。

陸上産油類：諏訪地方に限ったものではないが，丸
山英（1964）と飯島国昭（1980）が長野県の陸魚貝類
の採集報告をしている。

クモ類：長野県産クモ類の分類は最：初は金子光司

訪教育会動物委員会（1969）による上社社叢のサギの

生態研究，矢沢米三郎（1929）と平林国男・化石紘
（1964）の八ケ岳のライチョウの生態研究，羽田健三・

堀内俊子（1970）のヒガラの雛の食性調査がある。コ
ヨシキリについては長野県野鳥研究グループ（1965）

（1918）が，次は小松敏宏（1936）によりなされ，八

と無用孝雄。他（1965）のテリトリーや生活史の報文

ケ岳産のものとしては野面章（1966）や新海栄〜（1967）

がある。羽田・他（1968，1972，1973）はオォヨシキ

によって分類発表された。

リやキクイタダキの生活史を明らかにした。平林浩
（1959）はカラスの集隅生活の，ホオジロは，中村

昆曳類：小林正明G964〜1975）は直翅爵の生態や
その分布とヤブキリについて多くの発表をした。丙角
徹郎（1962）や轡縷原今人（1966）はトンボ類の分擶
や生活史などを明らかにしている。倉田稔（1971）は

ている。牛山（1968）はホオアカの行動圏とテリU一
を，諏訪教育委員会（1970）は霧ケ鋒高原草地で同鳥

セミの生活を調べ，今福伸一・他（1963）は甲虫の分

やビンスイの生患状況を調査した。中村（1962）は霧

類を，鈴木邦雄（1965）は霧ケ峰のハムシを調べた。

ケ峰でコジュリンの繁殖を，佐野畠男（197のは茅野
市北山周辺のスズメの生活，習性，行動の詳しい調査

また，チ野光茂G918）はテントウムシの変異の研究

（1968）と牛出英彦（1972）が一般生態観察を報丸し
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奮沢鴬野・田中邦雄。沖野外輝夫・林

秀岡

稲垣益治・牧真一。中村久由（1958）

を行ない「雪国のスズメ」を出版した。

哺乳類の分類と生態：諏訪地方の哺乳類の調査は諏
訪教育会動物委員会（1973，1975）が行っており，両
角源姜・両角徹郎（1966）は小哺乳類の分布と変異に

（温泉科学第9巻第1号別冊）．
通産省地質調査所．9，（1＞，12〜25．

久保田墨利・田中定昭（1970）

ついての研究報告をしている。宮尾嶽雄（1969）は天

長野衆の温泉1（3）．南信地方の温泉．

然林の変更と小哺乳類のファウナの関係を，両角（源）

長野衛画報、85，1〜30．

（1976）は食物関係の生態学的研究を実施している。

各種の補乳類の研究では，徳田御稔（1950）が八ケ
岳のネズミや食虫類の、、すみわけ

現象を観察記録し，

宮尾，両角（徹），両角（源）。他の信州哺乳類研究グ

ループ（1961〜1972）は長年にわたり八ケ岳のネズミ
および食虫類の研究活動を行ない，多大の成果をおさ

めている。宮尾・他（1972）はハタネズミの食物嗜好
性や，ネズミ類の腸の長さ（1960），ノウサギの地方変

異および八ケ岳でのミズラモグラなどの生態研究もあ
る。八ケ岳一帯の中型と大型の哺乳類の研究は1970年

代になされた上述の諏訪教育会動物委員会が主流と
なって行われ，ツキノワグマやテン，イタチ類などの

佐藤伝蔵（1928）
諏訪温泉．

地質学雑誌35，86〜102．
三三沢勝衛

儒濃衛生．
傷｝藤窟雄

325．

（1959）

洲羽総湯物語．
南僑臼田新聞。

17426〜17442．

西沢節二。長蝋画雄（1959）
諏訪面内の温泉．

長野衛研報．21，1．
三…三沢騒券衛

生態調査がなされている。

（1933）

諏訪地方の温泉．

（1931）

上諏訪温泉研究（其の1）．
地理学評言念．

あとがき

7，

（3），

吉村儒吉．三三沢勝衛

本文献昌録は，諏訪湖集水域生態系研究の総合編の
作成に際し，諏訪湖とその集水域における自然科学研
究史を知る必要に迫られ，準備不足のまま各種の報文

12〜21．

（1931）

上諏訪温泉研究（其の2）．
地理学評論。

7，

（4），

239〜262．

告村信吉・三沢勝衛・藤森俊夫（1931）

を収集渉類したので，誠に不充分なものである。今後

上諏訪温泉研究（其の3）。

利用された各位からの御援助を得て準次不足分を補な

地理学評論。7，（5），406〜426．

中村久由・牧真一（1953）

い，できるだけ完全な琶録にして行きたい。

長野梁上諏訪漏泉調査報告轡．1㌣20。

4．諏訪湖と集水域の陸水学，生物学，地質学の文
献霞録

長野県諏訪湖総合開発．
河璽予

密

（1958）

信濃上諏訪町附近温泉及び瓦期調査．

4−1．諏訪湖と集水域の陸水学，陸水生物学

地質調杳所報告．9，48〜51．

集水域の温泉

小林圏央・南

556．51553．7

英一・野口喜三雄・他（1960）

上諏訪混泉調査報告書．1〜53．長野県諏訪市役所．

小林国央・南

不明（1918）

英一・野口善三雄・上野精一・一国雅

品濃上諏訪町附近温泉及瓦斯．

巳。高橋保央・綿抜邦彦・稲垣益次。千野光芳

地質学雑誌，

（1960）

亨可野

密

25，

594〜595．

上諏訪温泉調杳報告書．1〜53．長野県諏訪市．

（1958）

佐藤債蔵（不明）

信濃上諏訪町附近温泉及び瓦漸調査．

長野県諏訪温泉調査記文．

地質調査所報管．9，48．

地質調査所報告．18，王〜24．

中柑久由（1952）

小林国夫・千野光芳・稲埴益次α960）

Bホの温；泉．126〜129．

中村久由・村

下敏夫・歯形正義・山醸隆基。太田

（1967）

温泉源調査報告書．1〜46．長野県企画部．

洋

長野県温泉地質調査報告書．2，1〜57．長野県衛
生部．

竹ノ内省三（1964）
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諏訪湖とその集水敏における縫水学，生物学および地質学の文献獄死と研究小史

上諏訪温泉メモ．諏訪市水道温泉部．

温泉科学．4，1〜8．

岩本節治（196の
上諏訪温泉メモ．1〜35，諏訪市水道温泉部．

「集水域の温象水質

556。51：553．70／．79

小林國夫・千野光秀・稲垣益次（1964）

上諏訪温泉調査報告書（その1）
長：野県温泉報．2，1〜7．
上諏訪温泉調査報告書（その2）．
長野嬢温泉幸艮．

2，

8〜15．

安斉徹・他6名（196の
上諏訪温泉調査報告書（その3）
長：野県温泉報．2，16〜56．
佐藤伝蔵（1965）
地質調査所報告，16，婆2〜48．

小林国夫・稲垣益次（1965）
神宮寺温泉調査報告書（ガリ）．

完。中村久由（1967）

長野県諏訪市神宮寺地区：温泉調査報告書．
長野県企軸部．

地理学評論
膚ネ寸信吉

8，（5＞，22〜44．

（1932）

上諏訪温泉の泉質分布。第2報（3＞。（其の5）。
吉冷寸信吉

（1931）

上諏訪温泉の泉質と温泉地域の地下温泉の分布．
地質学雑誌．38，（453），289〜291．

野q喜三雄（1960）
諏訪地方の温泉の化学的研究．
温泉科学．11，（1），1〜11．
長：野県の温泉の化学成分．

長野累岡谷市温泉調査報告書．1〜11．長野県企画

〜黒泉科学．

18，

（2＞，

47〜64、

千野光芳（1966）

部．

山照隆基・加藤

完（1971）

長野県諏訪市神富寺地域温泉調査報告書，
長野県企軸部。

上諏訪温泉のフッ素について．

野口嘉三雄（1942）
（1），

愛知学院大学論叢「一般教育研究」．14，207〜222。
千野光芳（1967）

長野曝諏訪郡蓼科山麓の温泉並に天然瓦漸に就て，
14，

上諏訪温泉の化学成分．
愛知学院大学論叢「一般教育研究」．13，271〜293．

千野光芳α966）

（肇．966）

長野県茅野甫塩沢温泉第2次視察報告．

爾

（1932）

上諏訪温泉の泉質分布．第2報（2）．（其の4）．

野臼喜三雄（1967）

大和栄次郎（1971）

地震i．

吉柑f駆馳

地理学評論．8，（6），45〜73。

長野累上諏訪温泉。

坂本；唆雄…

上諏訪温泉の泉質分布．第2報（1＞。（其の3）。
地理学評論．8，（4），19〜21．

三厩益次（1964）

山闘隆基・加藤

吉村儒吉（1932）

26〜31，

英一。吉野諭吉・垣花秀武（1953）

諏訪鉄山付近の鉱泉，陸水及び鉱泉沈澱物に関する
地球科学的研究，褐鉄鉱泉にともなうカリ，燐及び

上諏訪温泉における化学成分間の相関係数につい
て．

愛知学院大学論叢「一般教育研究」．15，272〜285．
千璽予光芳

（1967）

上諏訪温泉のリチウム含貴．
愛知学院大学論叢「一般教育研究」．15，189〜207．

砒素，

上諏訪温泉報．108〜129．

南 英一・野口喜三雄・上野精一・〜国雅巳・高橋保
夫・綿抜邦彦。稲填益次・千野光芳（1960）

千塁予光芳

（1968）

上諏訪温泉のホウ素含量．

愛知学院大学論叢』般教育研究」．16，313〜323．

上諏訪温泉の地球科学的研究，

上諏訪温泉報。9〜53．
集水域の温泉生物

556．51：553．7：582

集水域の降水と水管理
Yazawa，

Daijl〈1976）

13e￡rach撫rg蓑ber

江本義数・広瀬弘幸G949）

cher

556．51：556．12＋．18

Zei毛sowie

der
in

Kl漁awec難sel

der

in

Leもzte薙Jahren

日本産温泉植物の研究（27）。長野県下諸温泉の温泉

gebiet（zen宅ral−Japa登），

植物1．諏訪湖畔温泉の藻類．

Rel童gionsgeographisc難r

Ha疑ptoach1圭ch

historis−
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倉沢秀夫・醸中邦雌・沖聾外輝夫・林秀矧

Der

Staat

Verlag

und

GMBR，

seln

Terrltorium．（Franz

Steiner

Wiesbaden），175〜188．

詠じん量と降水量の関係．
産業公害。4，（6＞，336〜341．

西沢節二・牧幸男・宮島勲・松本頴構（1966）

渡辺義人（1979）

降雨の窒素，りん濃凌と陸水域への負荷，
西沢節二。久保繊三郎。金井

長野県下スキー，スケート場の雪成分試験．

長野県衛公憤調査研報．61，1〜23．

環境創造。9，（6），21〜27．

清（1961）

大槻政俊（1965）

長：野離下における水道源水並びに給水直前の水質に

長野県の水資源。水利用の境状と将来．

ついて（その1）
長野県衛公証調研報．33，i〜45．

水．1965⑫，58〜64．

西沢節二。久保田三郎。金井

清G961）

集水域の地下水

556：51：556。3

長野県下における水道源水並びに給水直前の水質に
長：野県企画部（1968）

ついて（その2）．

長野県衛公謡講研報。34，1〜38．
洒沢節二。久保田三郎。金井

清（1962）

八が岳出麓諏訪地域地ド水源調査報告書．長野県．
斎藤保人（1968）

長野白下における水道源水並びに給水鷹前の水質に

諏訪湖周辺の地下水と地質の関係についての考察

ついて（その3）．

（第1報）．茅野市上川及び宮川流域の調査とその考

長野県衛公語調研報．43，1〜27．
醐沢節二。松本頴樹。牧幸男（三963）
長野県…下における水道源水並びに給水直箭の水質に

察．

信大教養科官報．3，43〜55．
斎藤立入（1969）

ついて（その4）．

諏訪湖周辺の地下水と地質の関係についての考察

長野県衛公語調研報．50，1〜51．

（第2報）．岡谷帯地域の調査とその考察（その1）．

酒毒節二・牧幸男・松田網夫（1967）
長野県下における水道源水並びに給水直前の水質に
長野県衛恵雨調研報．67，1〜39．
幸男・宮島

勲・松本頴樹（1967）

長野県ドにおける水道源水並びに給水直前の水質に
長：野県衛公研調予報．68，1〜40．

幸男・蘭島

考察（そのII）．

膨大教養科凶報．5，15〜24．
岡部

春争

（1971）

長峰付近における表層地下水の地質学的考察，

ついて（その6）。

西沢節二。牧

諏訪湖周辺の地下水と地質の関係

についての考察（第3報）．岡谷市地域の調査とその

ついて（その5）。

藪沢節二・牧

信大教養科教報．4，8〜19。

斎藤保人G970）

諏訪研究紀要．8，132〜148．

勲・松田題央（1967）

長野県下における水道源水並びに給水蔭前の水質に

集水域の河川

556．51：556．53

ついて（その7）。

長野県衛公論図研報。69，1〜32．
牧

幸男・宮島

勲・村松紘一（1972）

長野県下水道源水の水質（昭和娃0〜44年）。
長：野県衛公研調研報。105，1〜98．

酒沢節二・牧幸男・宮島勲・松水頴樹（1967）
夏期長野県の山の飲料水調沓．

長野県短慮研鼻塞報．66，1〜10．

関久人。牧幸男・宮島・勲・西沢節ニニG973）

桜井善雄。渡辺義人（1974）

信州の陸水。1，1〜193．環境科学研究会（細）。
Tanakadate，

Present
Jap．」．

H．（1939）

cond癒。籍of

Iimnology

i益Japan．

Li㎜ol．9，55〜73．

市ノ巨健夫。艮諜本玉鐸こ二

（1974）

天竜川．

信濃の川内（3）．1〜180．信濃路．

岡谷市上水道水源汚染事故．

長野県衛公研調研報．108，1〜30．
栗田秀実

降じん量と降水量の関係．

長野県衛公研調研報．82，1〜20．
栗匿鑓秀実

集水域の河川の生物

556．51556．53：57／59

（1968）

（1968）

河西芳一（19婆0）

八ケ岳西斜面水系の動物相。
陸水学雑誌．10，（3・4），150〜162，

諏訪湖とその集水域における陸水学，生物学および地質学の文献目鑑と研究小史

長野県衛公論三盛報．107，王〜2L

井出嘉雄（1972）

八ケ岳酉斜面上用水系の水生昆虫欄，

用水と廃水．14，1〜

博・：丸山泰男・林

憩子。山本満寿夫（王969）

入河沼のクロム，亜鉛，マンガムの含有量．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．1，113

角間用の水生昆虫群集につ〜・て

信州大学科学教育研究室生物研究報告．23，1〜10．

〜115．

建設省中部地建小禽ダム調査事務所（1963）

（1938）

長野県角間川の積弘誓，蝉熱烈及び毛翅鶏について
陸水学雑誌

矢木

諏訪湖の無機環境．IV．諏訪湖の水質，ならびに流

．

茅野靖夫（1974）

河西芳一
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8，（3・4），417〜427．

天竜川上流部計画高水流量の検討。3，新解析篇．
4，新計画篇．
旧離洋一・川村

曽根原今人（1967）

実（1979）

トラフトンボ属蜻蛉の生活史．特に八ケ岳水系にお

長野県河川の底質の重：金属．

けるオオトラフトンボについて，

長野県衛公研研報．1，27〜36．
鹿内孝男。赤岡

TOMBO．10，2〜13．
倉沢秀夫・青山莞爾・磯部吉章・他（1975）
諏訪湖周辺河用の付着藻類と浮游細菌の季節変化．

陸水富栄養化とその対策．2，22〜30．
森メli和子

長野県衛公研研報，1，36〜41．
村松純一（1969）
河川，湖，下水などから検出した＆π解。麗〃αについ

（1980）

諏訪湖に流入する2河川，4地点における表流水と
底質付着層の微生物群集について一細菌を主とし

て（第1報）．

目本公衛誌16，（7）．665〜668．
村松純〜（1972）

て．

諏訪湖集水域生態系研究．5，徽〜48．
茅野靖夫

長野県衛公研調面影．

牧幸男（1970）

を採集．

Eeato憩ologist．23，三6〜

三田翠lj男

三士，湖，下水などから検出した5冨溺。麗磁につい

て（第2報）．104，1〜5．

（1974）

長野県入笠山南斜面流水中でトワダカワゲラ（幼虫）
New

輝（1979）

重金属による中河川底質の評価．

．

長：野県下主要河用，湖水における水質汚濁の将来予
測．

（1980）

諏訪湖流出河川，天竜川の底生動物群集の特憶．
諏訪湖集水域生態系研究．5，38〜爆0。

水処理技術。11，㈲，37〜45。
倉沢秀夫・沖野外輝夫。林

秀剛（1978）

人間活動による山岳河川の水質汚濁．山岱地帯の自
集水域の河川の水質

556．51：556。531／．535

然．

山岳地帯の自然環境と人闘活動の影響．14〜24．（文

倉沢秀央。青山莞爾・磯部吉章・他（1974）

諏訪湖流入流出河川の水質と底生動物群集の季節変

部省特定研究）．
高橋正輝

（1979）

富栄養化鮒策調査報告書諏訪湖地区．1〜164．関棄

化．

陸水富栄養化の基礎的研究。3，42〜53．
水野信彦。御勢久右衛門（1973）

河用の生態学。1〜245．築地書館．
松田嗣央。久保田三郎。長賑実雄・壇原忠央（1958）
長野県下の河川，湖の水質について．

長野県衛公爵調研報．15，1〜9．
西沢節二

牧

幸男●松本頴樹（1965）

農政局計画部資源課
渡辺義人・沖野外輝央・禽沢秀夫（1979）
諏訪湖の憲栄養化対策調査の背景と概要。

富栄養化対策調査報告書諏訪湖地区．1〜9，関東
農敬局計画部資源課．

古畑禰五郎・豊用

泰。高橋疋輝（1979）

調査地域の特性。

長野県虫要言用，湖の水質．

富栄養化対策調査報魯書諏訪湖地区．10〜19．関東

長野県衛公研調研報．53，1〜57．

農敬局計画部資源課．

宮島

勲（1973）

長野県河川，湖沼の水質と底質，一有機汚染につ
し・て一一．

丸しI」正ノ＼。赤岡

輝。樗【｝町幸孝

（1979）

産業廃棄物に含まれる有害物質について．一長野
県の実態調査一。

禽沢秀夫・田中邦雄・沖野外輝炎。林
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長：野県雷公研研報．1，42〜47．

西沢飾工・牧

幸男・丸山蕉人・宮島

倉沢秀夫・青山莞爾。磯部吉章・福原晴失（1973）
勲（1967）

瀬谷市各水系並びに各種：：［二場排水の水質調査．

幸男・：丸山正人。宮島

諏訪湖流入，流出河川の生物群集の季節変化と生物
学的水質判定．

JIBP−Pぎ諏訪湖生物群集の生産力研究．5，55〜66．

長野県衛癌研調研報．74，1〜44．
西沢簸：二・牧

秀鰯

勲（1968）

岡谷市各種工場排水の水質調査。

長野県衛生公蔵幅研報．77，1〜31．
章男・丸山正人・関 久

長：密議彦・山浦源太郎・牧
人（1972）

沖野外輝夫・杉本翻士・渡辺雄二・倉沢秀夫（1980）
農村地域の水管理と揚標生物．

儒州の自然環境モニタリングと環境科学の綜合化に
関する研究．2，22〜26．
吉田利男（1978）

岡谷市内工場排水調査（第3報）（昭和45年）．

長野県衛磁瓶調戯報106，1〜39。

関久人・丸山正人・山崎輝・月岡忠・牧幸
男・長瀬叶彦（1976）

山地漢流の底生動物に与える人為的影響．
山岳地帯の自然環境と人聞活動の影響．19〜24．（文
部省特定研究）。
勝璽予重美。βヨ旺…帆船

（1964）

長野県下工場排水による底質等の汚染調査，

工場廃水，都市下水が天竜川上流の水質に及ぼす影

長野県衛公画調研報．134，1〜103．

響．長野漿．

渡辺義人。沖野外輝央・倉沢秀夫（1979）
宮川上流域における窒素，リンの流出負荷調査，

富栄養化対策調査報告書諏訪湖地区。2G〜38．関東
農政局計画部資源課．

古畑和五郎・豊川

泰・高麗正輝（1979）

単位水田（細密調査試験田）における窒素，リンの

井出嘉雄（1953）

寒天工場廃水地区附近の河川動物梱の調査．

細大教育学部動物教蜜。1〜5．
長野県水産指導所諏訪支所（1954〜1956）

寒天工場廃液が諏訪湖産の公魚産卵潮上に及ぼす影
響について．

動向と流出調査．

富栄養化面輔調査報魯書諏訪湖地区．39〜56。関東

簗水域の湖沼

556．51

556．55

農政局計画部資源課．
古畑和：五郎。豊田

泰。高橋正輝（1979）

椿山（1913）

水田群における金窒素，全リンの動向と流繊調青．

僑濃天竜開三川流域山地の湖沼．

蜜栄養化対策調査報告書諏訪湖地区．57〜64．関菓

地質学雑誌．

農政局計画部資源課．

渡辺義人・沖野外輝央・倉沢秀爽。古畑和五郎。豊川
泰●高橋玉i三顧

（1979）

20，

56〜57．

白樺湖編集委員会（1973）
白樺湖．

三〜202．

甲陽書房．

桜井善雄（1973）

畑地における窒素，リンの動向と俗議調査．

霧ケ峰の高層湿原および陸水に関する文献臼録．

蜜栄養化対策調査報告審諏訪湖地区．66〜81。関東

霧ケ峰の陸水．93〜96。長野累．

農政局計画部資源課．

渡辺義人。沖野外輝央・倉沢秀央（1979）
降爾，森林地域及び農村集落排水からの窒素，リン
の負荷量調査．

冨栄養化対策調査報告書諏訪湖地区．82〜90．関東
農政局計画部資源課．

渡辺義人。沖野外輝央。倉沢秀夫（1979）
耕地からの窒素流出鍵と諏訪湖への影響．

桜井薄霞套

（1973）

霧ケ峰の高層湿原および池沼の保護の方策につい
て．

霧ケ峰の陸水．39〜44．長野県．
牛LLI｛乏ミ造

（1925）

霧ケ峰沼沢地。
地学雑誌．

37，

135〜

．

武田久吉（1917）

富栄養化対策調査報皆書諏訪湖地区．91〜95．関東

霧ケ峰と鎌ケ池及八島ケ池．

農政周計画部資源課。

由岳。11，（3＞，31〜

倉沢秀夫。青山莞爾・磯部吉章（1973）

生物学的水質判定による諏訪湖流入河用の汚濁の経
年変化，

陸水富栄養化の基礎的研究．2，63〜70，

．

長野県（1973）

霧ケ峰の陸水．1〜96．
諏訪教育会自然研究部陸水委員会（1967）

霧ケ鋒高層湿原における陸水学的研究（第1報）八
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島守の形態について．

1｛irano，M．（1960）

諏訪研究紀要（諏訪教育会）4，97〜．
白石芳〜・倉沢秀央（1973）

霧ケ蜂高層湿原池沼の陸水学的研究1第1報．八島

F玉ora

Desm量diaru諺｝Japo難圭carum．

Co難tr．

Bio茎．

Skvor之zov，

B．

ケ池．

Diatoms

霧ケ峰の潭水．55〜46．長野県．

Nlppo籍．1．

白石芳一・倉沢秀夫（1973）

霧ケ峰高野湿原池沼の陸水学的研究，第3報．鬼ケ
泉水の湖盆形態．

Prov．

霧ケ峰の陸水．75〜78．長野県。

霧ケ峰高層湿原池沼の陸水学的研究．第4報．鎌ケ
池

Kyoto

U燕iv．11．

co11ected
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Mountain

Mr．
bog

Toshikaz疑Okada

diato盈s

flora

in

fr◎m

S呈益a捻◎．

植物研究雑誌，14，（3），
上野益三≡三

白石芳一・倉沢秀夫（1973）

Lab．

V．（1938）

（1933）

B本稀産三角類工種．
植物及動物，

1，

（9）．

1G39〜．

曽根原今人（1966）
白樺湖の蜻蛉記録．

畔ケ蜂の陸水．79〜92．長野県．

TOMBO．9，（1〜4），1〜1G．
ノ」、泉清明

集水域の湖沼の生物と水質556．51556。551／．555十

．他

（1970）

行楽地の湖水，白樺湖の水質と生物群集．第1報．r
水質と底質．

57

陸水学雑誌，31，153〜165．
＿ヒ野益i三三

（193娃）

ノ」、麦護清理弓●髭建監

（藁971）

信濃霧ケ峰八島ケ原に於ける瀦水とその生物．

行楽地の湖水，白樺湖の水質と生物群集．第2報，

髄物及動物．2，（1），39〜．

生物群集．

落合∫照餐套

（197e）

陸水学雑誌，

霧ケ峰湿原のヅランク卦ン．

長野県自然保護の会ニュース，2，1〜2．
禽沢秀夫・青山莞爾（1973）

近年における霧ケ峰湿原池沼のプランクトンの推
移，

32，

エ5〜25．

根来健一郎・牛山鑑雄（1937）
霧ケ蜂高層湿原における水の反応に，ついて（1＞。

陸水学雑誌，7，（4），135〜143．
根来健一良匡．牛L上i正凝套

（｝938）

霧ケ峰高層湿原に於ける水の反応に就いて②，

霧ケ蜂の陸水．25〜38．長野県．
根来健〜郎（1937）

陸水学雑誌．8，（1），37〜43．

桜井善雄（1970）

長野膿八島ケ原鎌ケ濾の藻類．

霧ケ縫湿営内の池漕の水質の現状．

陸水学雑誌．7，（3），121〜126．

長野県自然保護の会ニュース，2．

岡西良治

（1947）

桜井善雄・渡辺義人（1973）

霧ケ峰八島ケ原における池水と接合植物．
信濃教育。
山岸高槻E

731，

5．

霧ケ峰高層湿原の池沼の水質．

霧ケ峰の陸水．3〜24．長野漿．

（1965）

白石芳一・倉沢秀夫（1973）

霧ケ平郷漂藤のサヤミドロ科の藻類．

霧ケ峰高層湿原池沼の陸水学的研究，第2報、八島

臼本大学獣医学部一般教養研究紀要．1，26〜．

ケ池の水温及び溶存：酸素の鑓周変化。

牛山伝造

（1922）

霧ケ峰の三水．67〜74．長野県．

諏訪湖のRotifersと八島ケ池のDesmids．
博物学会誌30，33〜．
諏訪湖の湖沼学

東道太郎（1923）

556．55

藻類雑記（鍼「つづみも」湖としての八島ケ池．
水産研究誌．18，（5），43〜．
藤沢六叢葛

儒州俳那地方及び八島池の鼓藻類．
10，

（1937）

湖薪四二．

（1934）

植物研究雑誌．

吉村儒吉

（7），

〈茎38〜．

吉村儒吉

1〜426．

三三省雲ζ．

（1941）

湖沼学の科学．1〜286．地人書館。

倉沢秀夫・Eヨ中邦雄。沖野外輝央。林
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諏訪臨湖実験所

吉村山吉（1946）

長野県の湖沼とその研究．

上俘那郷土地理同好会．1〜8。
田中阿歌麿

秀剛

編（1976）

信州大学理学部諏訪臨湖実験所業績霞録．（1972
〜1975）

No．2．

諏訪臣冨湖実験所幸艮告．

（1918）

湖沼学より見たる諏訪湖の研究（上）1〜936，（下）

諏訪臨湖実験所

1，

60〜62、

編（1980）

信州大学理学部諏訪臨湖実験所業績霞録．（1975

937〜1682．

〜1979）

岩波書店．

No．3。

諏訪三二実験所報告・．3，117〜119．

山上万次郎（1923）

湖沼学より観たる諏訪湖の研究上巻を読む．

地質学雑誌30，101〜琵0．

諏訪湖に関する博物学556。55：502

神保小虎（1914）

子爵田中阿歌麿氏の諏訪湖第一巻．

地質学雑誌21，309〜310．
田中館秀三（1918）
25，

（1918）

湖沼めぐり．1〜475．博文館．
田中阿歌麿（1927）

田中阿歌麿著湖沼学上より見たる諏訪湖の研究．
地質学奈髭誌．

田中阿歌麿

82〜85．

趣味と伝説湖沼巡礼．1〜3蜀．岩本学術普及会．
堀江正治（1964）

日本の湖一その自然と科学．日本経済新聞社．

小林房太郎（1903）

信濃毎日薪聞社（1973）

諏訪湖．
教育学耐苛界．
鉦H「斗コ阿歌1蛮1

12，

（6），

643〜651．

生辰訪き窃．

信濃の湖沼．1〜230．信濃毎臼新聞赴．
不明（1918）

（1914）

1〜185，

昌黒書店

桜井善雄・渡辺義人（1974）

諏訪湖．

教育画報．5，（8），209〜215．

儒濃出直新聞社（1965）

信州の陸水．第1号．
環境科学研究会。1〜35．
渋のエゴ調査委員会（1973）

渋のエゴ調査報告書．1〜130．諏訪市教育委員会。

諏訪湖（特輯）1〜17．信濃毎日新聞社．昭和40年
8月16日〜9月17日号．

内容11．おいたち
業

諏訪湖を含む文献目録

556．55：002

4．濃泉

2．流入河用

5．災害の歴史

諏訪の産業

8．お神渡り

3。変わる漁

6．釜口水門

9，スケート

ケート（上）

11．スケート（下）

夢のかけ橋

14．広域」二水道

（明治16年〜昭和7年）碍本の湖沼学関係文献集．

都布（上）

16．特産都市と湖周都市（中）

地人沼館．

都市と湖周都市（下）

吉村信吉編（1932）

血路寸儒吉

編

（1942）

岡谷南中学校科学クラブ（王970）

Ei本湖沼学文献目録1．

諏訪湖の自然の研究．1〜128．

地人書館．

小泉清明・大谷隼人

編（1966）

諏訪湖の成因

556．55：55124

諏訪湖々沼学文献リスト
諏訪湖浄化対策委員会出版物．1〜14．

吉村儒吉編（1944）
日本湖〜召学文献昌録．

諏訪湖に就て，
（1885〜1942）．

陸水学雑誌別巻第1輯．1〜131．臼本陸水学会．
資源科学研究所

伊沢次義（1890）

編（1950）

日本湖沼学文献鼠録．1943〜1979年．1〜20．

諏訪臨湖実験所編（1972）
儒州大学理学部諏訪臨湖実験所業績羅録．（1962
〜1971）．No．1．1〜5．諏訪臨湖実験所．

地学雑誌．2，（23），573〜574．
三沢次義（1895）
諏訪湖について．
地質学雑言志．

2，

573〜574。

不明（1895）

諏訪湖は火口湖にあらず，

地質学雑誌．2，463．

7。
10．ス

12．観光資源

13．

15．特産都市と湖周
17。特産
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釦唐奇直方

諏訪湖天然ガス予察速報．

（1896）

地理調査所月報．3，（12）．

諏訪湖に就て．
地質学雑誌，3，（29），381〜386．
田中阿歌麿（1902）

本島公司・晶川芳二郎・牧 真一（1953）
諏訪湖天然ガス鉱床調沓報告．

諏訪湖生成の原困．

地調月報，4，（9）．

漏話博物学雑誌，1，（1＞，38〜40．

本島公司・品川芳郎・牧真一（1952）
諏訪湖天然ガス鉱床調査報告．

小林蕩太郎G912）

地理調査所報．4，（9）．

諏訪湖の成因．
地学雑誌．24，（288），858〜．
小林房：太郎（1917）

本島公司・細川芳二郎・牧 真一（1953）
諏訪湖天然ガス鉱廉調査報告書．
地理調査所月報．6，（5）．

諏訪湖の成因．

地質学雑誌．24，857〜858．

諏訪湖内の遺跡

556，55：571．9

諏訪湖の虹：556．55：551．593．61

鳥居龍蔵（1918）
玉詳沢福松

有史以前諏訪湖畔の住民．

（1907）

諏訪湖に於て観測せし暖水漁のしん気楼について．
地学雑誌．19，（225），653〜665．

諏訪湖の研究（下），1013〜1024．
神保小虎（1909）

諏訪湖底の石器と湖上生活論と土地の陥没．

不明（1917）

人類学会雑誌，24，（282）479〜481．

諏訪湖薗の水平虹．

地質学雑誌．24，858〜．

橋：本福松（1909）

諏訪湖のソネについて．

橋本福松（1918）

諏訪湖に於ける水平虹観測記事概要．
諏訪湖の研究（上）．雛0〜543．

信濃幸專物学黍盤言志，

34，

1231〜1235．

坪井正蓋郎（19G9）

諏訪湖底石器三代の遺跡の調査．

茅野慶次（1962）

ノ＼類学会菊髭誌，

諏訪湖の水平虹（1）．

24，

279〜．

橋本福松（1909）
諏訪湖巌より石器を発見す．

諏訪教育．

茅野慶次（1962）

ノ＼類学会桑焦誌，

諏訪湖の水平虹（2＞

不

諏訪教育．23，62〜68．

24，

278〜285．

明（1910）

諏訪湖石器時代遺跡の調査。

茅野慶次（1962）

人類学会雑誌125（283），9〜14．

諏訪湖の水平虹．

不明（191G）

天気．9，（7＞．

諏訪湖石器時代遺跡の調査．

茅野慶次（1968）

ノ＼類学会肇髭誌，

諏訪湖の水平虹．

研究紀要．諏訪教育会．5，エ79〜191．

25，

（285），

100〜103．

不明（19圭4）
諏訪湖底の石器時代遺物．

諏訪湖内の天然ガス

地質学雑誌21，443〜．

556．55：553．981

藤森栄一（1964）
岩騰重三…三

諏訪湖ソネの研究．

（1897）

地学雑誌（溺摺｝），

諏訪湖の天然瓦斯
地質学雑誌
義賊｝重三i三

4，92〜93．
諏訪湖の細菌，分解作絹

（1892）

556．55：576。8

諏訪湖の天然瓦期．
地学癖套誌，

4，

（38），

92〜93．

本島公司・石和霞靖章・牧野登畜男（1952）

林

秀閣・左山幹雄（1978）

諏訪湖における継菌群の季節変化。

倉沢秀夫・蘭中邦雄・沖野外輝輝・林
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諏訪湖集水域生態系研究（資料1），2，57〜61．
桜井善雄・奥田

稔・林

秀鰯

Turnover

文俊（1970）

r滋eについて．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．3，1◎1

諏訪湖における浮遊細落の現存量ならびに生産カ
一1969年5月〜1970年1月の測定結果．

〜106．
ノ」、山忠四良β

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究，2，115

（1971）

諏訪湖における有機物の純生産速度と純分解速度の
推定．

〜132．

桜井善雄・橋爪

淳（1971）

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．3，35〜40．

諏訪湖における浮遊細菌の現存量ならびに生産力．

林

二二纏●〜中野外輝夫・青山莞爾

（1972）

1970年度の測定結果．

水柱内での有機物収支について．1．ビニール膜に

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．3，91

よる水柱の人為的隔離（水中円筒）による検討．
陸水紙33，（3），51〜59．

〜100．

桜井善雄（1975）

ノ」、し圭1忠四貞β

（1978）

湖沼における細菌と藻類の量的関係．

諏訪湖における窩機物の代謝，水汚染の機構と解析．

微生物の生態．2，35〜51．東大撮版．

鍋本地球化学会

Tezuka，

Yas疑hiko（1968）

Ame￡hod◎f
na加ral

bacteriel

respiration

i捻

諏訪湖水域生態系における物質動態の研究．

諏訪湖集水域生態系研究．1，1〜12．

water，

Jap．」．
手塚泰彦

estlmating

編（産業図書）．

坂本充（1978）

Ecol．（日生態会誌），18，60〜65．

諏訪湖の陸水生物

（1969）

556．55：577．472（28）

諏訪湖の有機栄養細菌ならびに植物プランクトンの
分解過程．

・

川村多実二（1918）

JBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究。1，85〜88．
坂本

充

（1974）

植物プランクトン群集の生産と分解の相互関係一
とくに湖沼生態学における栄養塩圃帰との関連一
徴生物の生態．1，51〜70。東大出版．
佐藤泰哲

淡水生物学上より見たる信州，
」二肇f益i王三

諏訪湖の湖心における尿素分解菌の計数．

380，

6．

（1935）

「睦水生物学概論」．1〜276．養賢堂．

諏訪湖集水域生態系研究．3，41〜46．

両角徹郎（1970）

修。憲野孝生・松永孝司（1970）

諏訪湖における生物と分解速度の推定。

池と湖の生物．
長円予県生物言炎霞壽会。

JBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．2，141
〜王52．

山門

22〜25．

宏・古田能久。福原晴央（1976）

水界生物生態研究法．1〜191．共立出版．

Otsほ短，

Akira・Takahisa

Hanya・｝玉iroshi

Ya熱a一

霧呈sh1，〈1969）

Resld疑e
a韮gal

上（1〜362），下（363〜579）．裳

規柑多実二（1918）
信濃教育．

（1979）

小山恕四郎・佐藤

日本淡水生物学
華房．

水界の生態遷移．

from

cel蓋s

沖野外輝央（1979）

as

bacterial

deco撫pos掘。捻of整een

food｛or加≠ぬη凌z．

Nat雛re．222（5199），1182．

諏訪湖の物質循環

556．55：577．11

田中哲治郎・沖野外開失（1978）

生態遷移研究法（共立出版）．77〜121．
聞谷南部中学校生物クラブ（1964）

諏訪湖における生物の生態的研究．長野県学校科学
教育奨励基金．第4園奨励研究レポート．昭和39年
度，69〜72．
諏訪湖の生物鼠録

556．55

577．472（28）（083．1）

諏訪湖における物質循環のモデル化．王．

諏訪湖集水域生態系研究。1，73〜90．
半照暢彦α971）

諏訪湖における懸濁物一禰機物の現存量とその

白石芳一・倉沢秀失（1948）

諏訪湖生物霞録
水産研究会報．1，57〜麟．
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Suwa．
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Reso慧rces（資源研彙）．

30，4〜9．

ORi窪。（1976）

lis￡

Misc．

小泉清明・桜井善雄・川島儒：二（1967）

S熱insh穫Un呈v、10，（2），85〜104。

K呈deo・Tokio

AdditiQn

0ki疑。

諏訪湖の高等水生植物の現存量（諏訪湖陸水学資料

species

of

Lake

Suwa．

王）．

陸水学雑誌．28，（2），57〜63。

Report

of

Suwa

Hydrobio1、

S毛．，

Shins溢Univ．三，

54〜59。

桜井善雄・渡辺平入（1973）
諏訪湖の水生植物，

倉沢秀夫。沖野外輝夫・林秀糊（1978）

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．5，1〜4．

諏訪湖の生物醤録と主要実験生物について．

倉沢秀夫。沖野外輝夫・林

秀酬（1977）

総合研究㈹，臨海・臨湖実験所周辺の生物櫓および
主要実験生物に関する研究．3，57〜72．

諏訪湖における水生植物の分布と現存量．

（昭和50年〜52年度まとめ）．

関する研究

倉沢秀炎。7中野外輝夫

（1976）

臨海・臨湖実験所周辺の生物相及び主要実験生物に
2，20〜23（昭和51年度報魯）．

平中野外輝夫．林

諏訪湖産植物及動物の種類と優占種．

秀岡暮

（1978）

諏訪湖の水生植物と凌喋，埋：立．

臨海・臨湖実験所周辺の生物相及び主要実験生物に

水温の研究．22，（1），2〜6．
倉沢秀夫・沖野外輝夫。林

関する研究．1，35〜37．（昭和50年度報皆）．

秀剛（1979）

諏訪湖大型水生植物の分布と現存量の経年変化，
諏訪湖の大型水草

諏訪湖集水域生態系研究。

556．55：577．473（28）1582．4

生嶋

3，

7〜26．

功（1970）

諏訪湖の水生植物群落の生産に関する二，三の蜘見．

東道太郎（1916）

JII3P−PF諏訪湖生物群集の生薩力研究．2，33〜40．

岡村著「臼本藻類名彙」
成美堂．
桜井善雄

諏訪湖の底生動物

（1980）

556．55：577．474（28）

1979年の諏訪湖における水生植物フロラ．
宮地伝三…三輿5

諏訪湖集水域生態系研究，5，65〜69．
中野治房

（1928）

湖底生物研究予報．3．仁科三湖．野尻湖。諏訪湖．

（191婆）

水産研究誌．23，（9），1〜7．

諏訪湖植物生態について．

宮地伝三郎G931）

植物学雑誌．28，65〜74，127〜132．

湖底生物について．

山下清吉・津金良吉・他5名（1962〜1965）

全国湖沼河川養殖研究会要録i2，34〜40．

水生植物の分布研究．
諏訪清綾高校．

Mlya蚕，

n（1931＞

S毛udies

岡谷南部中学校生物クラブ（1963）
諏訪湖における水生植物の分布．

Lakes

岡谷南部中学校生徒会誌．5，1〜5．

Jap．」．

o聡￡he

bottom

o麦Sh圭rla麺。

Zoo玉．3，（5），201〜257．

湖沼，諏訪湖の底棲群集．

諏訪湖の水生植物の研究。

中央気象台陸水報告．3，11〜．

諏訪清陵高校生物研究クラブ（1966）

諏訪湖の水生纏物諏訪湖の概況．水生横物の分布．

Kitazawa，

Yuz◎・Hlδeo

S雛（玉ies
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岡谷南部中学校生徒会誌．2，1〜8．
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of
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諏訪湖及び流入，流水河用のプランクトン（予報）．

諏訪実業高等学校生物班（1964）

諏訪湖及びその周辺の貯水池に生息するプランクト

27，圭〜6，

関

倉沢秀夫・手塚泰彦・青山莞爾G962）
水質汚濁研究，2，133〜144．

thos．
Misc．

諏訪湖におけるプランクトンの研究一その季飾変化
について．

1〜13．

Kltazawa，

諏訪清陵高校．

岡谷南部中学校生物クラブ（1962）

rnud．

Inst．

秀剛

ンの比較．

要（1935）

上諏訪産ウミカの生態．

長野県学校科学教育奨励基金．第4回奨励研究レ

信濃教育．590，17〜24．

ポート．（昭和39年度）．138〜142，

青山莞爾・倉沢秀央（1964）

藤森英樹・他（1959〜1963）
諏訪湖のユスリカの研究．

夏季における諏訪湖及び流入流出河川のプランクト

諏訪清陵高校．

ンの比較．

水質汚濁研究．3，38〜49．

福原晴夫・大高明史。磯部吉章（1980）

諏訪湖湖心部における底生動物現存量の季節変化に

笠原大洋（1966）

ついて．

諏訪湖のプランクトン．

諏訪湖集水域生態系研究（資料2）．4，30〜33．

水温の研究．10，（1），18〜23．

山岸

宏・福原総裏（1969）

笠原大洋（1966）

諏訪湖のプランクトンー季節的並びに水平分布につ

諏訪湖のユスリカについて．
JIB｝）一PF諏訪湖生物群集の生魔力研究．

山岸

L

45〜56．

宏・福原晴夫（1970）

特漉IJほ｛版．

諏訪湖のユスリカについて IL
JIBP−PF諏訪湖生物群集の生鷹力研究．2，65〜78．
山郭

宏●福原亡夫（1971）

諏訪湖のユスリカについて

諏訪湖のアカムシユスリカ幼虫の夏季における底泥
動物学雑誌79，（3），89〜91．

宏・福原晴央（1971）

諏訪湖のオオユスリカ幼虫の浮泳活動．
Hiroshi。Haruo
dyna翻cs至n

two

Fukuhara（1971）
large

変化．

JIBPギF陸水生物並びに陸水生物群集の保護の方
法に関する研究．1，7〜8．
倉沢秀夫・青山莞爾・山罎宏・磯都吉章（1970）
諏訪湖におけるプランクトンの季節的変化と水平分
布．

日塞生態学会誌．20，（6），256〜257．
Population

倉沢秀央・青山莞爾（1967）

諏訪湖並びに流入河珊の水質とプランクトンの経年

宏・福原晴央（1970）

Ya！nagishi，

諏訪湖におけるプランクトンの水平，垂直分布と現
JBP』PF諏訪湖生物群集の生産力研究。1，31〜44．

HL

深部への掘潜現象について．
山岸

1〜30．

青立莞爾・倉沢秀央（1969）
存：量の；黍節変化．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．3，77〜90．
ゆ岸

いて。

chiro益omids。

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．2，41〜64．

JIBP−PF諏訪湖研究グループ（1970）

C勉γo鴛。彿郷μ襯30s駕sL．a繊d≦海痂伽η観α々α搬癬

諏訪湖の水質並びに浮遊微小生物群の水平勢布昼夜

ToKuNAGA

変化の共同調査資料．

in

Lake

Suwa．

JIBFPF諏訪湖生物群集の生産力研究．2，1〜24．

Oecologia．7，309〜327．

倉沢秀夫。山摩
諏訪湖のプランクトン

556．55

577．475（28）

宏・吉川正武・為政園野（1971）

諏訪湖のプランクトンの季節変化（1970年）1。プ
ランクトンの数と量との優占種の比較．
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所謂信州諏訪湖産発光えびについて．

Suwa．

the

Cor1之ributio諺。至the

Co雛mittee

for

IBP，1964〜一

矢崎芳央（1926）

諏訪湖産発光えびの研究．
理学界．24，（3＞，220〜224．

1974．

矢崎芳夫・西尾昌雄・市川
諏訪湖の大型動物

膜・馬島律司・石狽

（1926）

556．55：59

所謂儒娼諏訪湖産発光えびについて（第2報告）．
成医学雑誌，45，（3），102〜王31．

諏訪教育会動物委員会（1972）

千野光茂

渋のエゴの動物．
1〜

諏訪湖の昆虫類。

︐

自然研究二丁要9，

北沢右三・細川隆英・加藤奥陸雄・野村健一・田口亮

諏訪湖の研究（下）．998〜1007．
津田松蕾

平。鳥居酉蔵・八木誠政（1974）

（1962）

水生昆虫学．1〜269，北隆館．

新編生態学汎論．1〜294．養賢堂．

北沢右三・宮地伝三郎・加藤奥陸雄・森
ゆ

（1918）

主一・森下

茅野靖ラ1ミ

（王974）

正明・渋谷舞央（1961）

信州の湖及びそれらに流入する河川の水生昆虫．

動物生態学．329〜334．朝倉書店．

日本水処理生物学会近畿支部会。

諏訪市教育委員会渋のエゴ調査委員会（1973）

諏訪教育会動物委員会（1973）

渋のエゴの動物．

渋のエゴ調査報告．

渋のエゴ調査報告書．110〜U8．

諏訪教育会拶『究糸己要．

三州魚貝類研究会（1980）
長：野県魚貝図鑑．1〜284．僑濃毎日薪聞社，

車月ま：ヒ奈正二：二良1〜

信濃蜻蛉誌。

倉田
諏訪湖の貝類

556．55：594

（1937）

日本の湖沼における貝類の生産：量．
ビーナス．7，（2），51〜74．

黒醸徳米・藤田正G936）
諏訪湖で育・）たセタシジミ．

45〜128．

1〜103．

東筑摩教育会．

稔。爾角徹郎（1969）

諏訪湖のトンボ（1）．

New
宮地伝三三良β

9，

（1955）

E就．18，（5），9〜16．

僑り乎1昆虫学会

（1977）

長野県のトンボ．信濃教育会出版部，
今福伸一・他（1903）
長野県の鞘翅目（甲虫）目録（1）〜（5）．

信濃教育。921．

ヴヰナス．6，（王），60〜63．

倉沢二二G950）
諏訪湖穴斗用河口附近における沿岸底棲動物の垂直
分布周年変化について．

資源科学研究所彙報．15，28〜40．

諏訪湖の魚類
白石芳一

556．55：597

（1972）

湖の魚．1〜205，岩波書店．

治
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溺中茂穂（1912）

Some

信濃地方の陸水魚に就いて。

ing

儒州博物学雑誌．38，1639〜1617．
岩倉

observat三〇n
behav圭our

カ≠》．ノ；＆o乙

長野墜の陸水魚．

Shirais短，

儒濃教育，605，13〜18．

Feeding

沼中茂穂

of

two

Japanese

feed・
crucia糠

13，三56〜160．

Yoshikazu（1957）

habit

of

po捻d−smelt，伽。耀s駕s

a薮dPlankto盤s犠ccess圭on

信州産魚類目録．

B翻．Freshwater

動物学雑誌．2王，（39），288〜291，

（1），

宮地伝…三良β

varia重三〇勲and

fry

carp，（h㎎∬撚。α欄然L1肥．、

親（1937）

（1935）

山岸

儒旗挙淡水魚目録，

Fish．

in

Res。

Lake

o鋸螂

Suwa．

Lab．（淡水研報）．7，

33〜55．

宏・倉沢秀夫・青凶莞爾（197◎）

諏訪湖の魚類とその食性．

信州の魚類，236〜238．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．2，79

霞中茂穂（1931）

〜100．

諏訪湖の魚類．

1Yamagishi，

動物学雑誌43，29〜31．

Hiroshl（1966）

Ecologicai

黒田長礼（1960）

sとudies

伽欝PETERs．

諏訪湖産魚種新目録．

mosq疑ito

魚類学雑誌，8，35〜齢．
中田寸守糸屯

o難gro嘱h

i滋the

Jour．

（1974）

由岸

淡水魚類検索図鑑1〜260．北隆館．

Fac．

宏

II．

iarvae
Sci．

by

on亡姦e

gupPy，琵襯召ε観泌

Experiments

o職preda雛on

o董

g穫ppies．

S｝圭inshu

Univ．1，（2＞，72〜79．

（1971）

諏訪湖のワカサギ稚魚について．

白石芳〜・北森良之介。北森真栄（1954）

∫IBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．3，65〜76．

諏訪湖産ワカサギの成長：並びにその鱗に関する研
究．

i諏訪湖の罵類

556．55

598。4

淡水区：水産研究所報告．4，（1），圭7〜32．
i」纏康

宏

林

（1972）

温泉排水に環境順化したグッピーの奇形発生率につ
いて．

iヨ本生態学会誌，
宏

L湖と池の

態学的研究．w。諏訪湖．
儒大教育学部研究論文集。10，83〜95．

13，

242〜247。

羽田健三三

（1962）

内水颪に生活する二二科鳥類の三食型と群集に関す

（1974）

諏訪湖におけるワカサギ稚魚の生態．付．諏訪湖の
富栄養化の進行とワカサギ漁獲量の関係．
日フ採生態学会誌，

（1959）

内水面に棲息する雁鴨科鳥類の集団における群集生

（1963）

ヨシノボリとカワヨシノボリの分声

山野

諏訪湖のエゴとその周辺の鳥類調査報告．
羽田健三≡三

附近について．
［」」ナ幸ま

正敏（1975）

探鳥．2，3〜21．

動物学雑誌81，（2＞，56〜58．
水野イ言彦

俊夫・笠原俊炎。林

24，

（1），

10〜21．

宏・古田能久・濁中秀幸（1972）

諏訪湖の魚類のi甦薩分冷について．

る研究，XIV．雁鴨科鳥類の群集（諏訪湖）
二大教育学部紀要．10，83〜95，

林俊夫・笠置俊夫。林正敏（1975）
諏訪湖渋のエゴとその周辺の鳥類調査報告．
探，島．

2．

3〜21．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究，4，16〜22．
宮内武雄（1935）

諏訪湖の漁業

556．55

639。2／．6

ワカサギの天然餌料に関する研究，
艮本水産学会誌，3，（5），281〜283．

松井

魁（1940）

Yarnagishi，

35，

（1924）

諏訪湖の漁業．

諏訪湖産魚貝類の夏季食性調査．
水産研究誌，

太E臼二度

（5＞，

331〜133．

Hiros製i（1963）

水産界．

499，

太田知度G924）
諏訪湖の漁業．

241〜251．

56

倉沢秀夫・国中邦雌・沖野外臼田・林

水産研究上．

水産界．5￠0，269〜271。
太田知度

501，

長野県水産指導所諏訪支所（1960）
諏訪湖総合開発計画の概要．
長野県水産捲導所諏訪支所（1960）

水産界．502，330〜333．
小林正人（蛉59）

諏訪湖水産振興対策基本方針とその経過について．
（1954〜196◎）

近世諏訪湖の漁業．
信濃．11，（2），

根沢武雄。経済部特産課・水産指導所諏訪支所G955）

1〜15．

諏訪湖漁業実態調査報告書．

小林蕉人（1959）

昭和29年国土総合開発調査．

近世諏訪湖の漁業．
（4），

長野繋水産二二二二訪支：所（1960）

37〜47。

諏訪湖漁業振興対策．

小林正人（1959）

長野県水産指導所諏訪支所（1961）

近世諏訪湖の漁業．
儒濃．

11，

137〜138．

水産学会誌．335，1〜3．

諏訪湖の漁業．

11，

（6＞，

諏訪湖の経営。
3◎4〜307．

太闘知度（1924）

信濃．

5，

松原新之助（191◎）

（1924）

諏訪湖の漁業．
水産界．

秀剛

（5），

諏訪湖水産振興対策基本方針とその経過について．

1〜17。

田中武雄編（1969）

小林正人（1959）

長野県水産史．

近世諏訪湖の漁業．

1〜528．

長野弊キ漁協組合連合会．

信濃．11，（7），40〜49．

諏訪湖の漁獲と方法

長野蜷水産指導所諏訪支所（不明）

556．55：639．21．05

諏訪湖の漁業．

長野県水産搭導所諏訪支所（不明）

長野察水産指導所諏訪支所（不明）

諏訪湖沿燦漁場図．

長：野県水産指導所諏訪支所要覧．

長野県水塵指導：所諏訪支所（不明）

長野累水産指導所諏訪支所（不明）
長野県水産指導所諏訪支所の考え方資料．
長野県水産指導所諏訪支：所業綾集

1．

長野県水産指導所諏訪隻所（1946）
長野県諏訪水麓指導所事業報告．
長野県水麓指導所諏訪支所（1946）

昭和23年度事業報告．1，2，3．
（1949）

昭和24年度事業報告．1，2，3．
長野県水産捲導所諏訪支所（1950）
長野県水産指導所諏訪支所（1951）

諏訪湖における結氷期の漁獲の経済地理的管見．
土質理教育．

29，

（5），

544〜547．

実・内藤慎二（1949）

諏訪湖魚貝類生産力調査．

第1部水産資源研究．
昭和24年報膏．
岡田彌一韮iβ

92〜99。

（1949）

魚類の生産に関する研究．

中野宗治。下川秀男・名東

実・内藤慎二（1950）

諏訪湖魚介類生産力調杳．

昭和26年度事業報告．
（1957）

昭和32年度業績集．
日臼中隔歌麿

（1939）

水産研究会報，2，43〜44．

昭和25年度実験報告書。

長吟予県水産手唱導所諏訪支所

諏訪湖魚貝類産額及金額．（1917〜1931）．
伊藤忠好

中野宗治・下川秀男・名東

事業報告。1．2。
長野県水産指導所諏訪支所（1948）
長堅予県水産手弩高距斤諏訪支鍔斤

諏訪湖の漁業及環境．

長野県水産学滋所諏訪支所（1931）

長野県水産指轟所諏訪支所（不明）

（1918）

水産研究会報，3，92〜99。
中野宗治。松尾三男・名東

実（1951）

諏訪湖魚介類生産力調査．（ダムにより河川に出来た

諏訪湖の水産業

人工湖の生産増強：方法の研究）。

諏訪湖の研究（下）．984〜1012．岩波書店

第一部水産資溝ミ研究，

松原薪之豹（1910）
諏訪湖の経営．

3，

1〜78．

中野宗治・内藤慎二。下欄秀男・名菓
諏訪湖魚介類生麓力調査，

実（1952）
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諏訪湖の養殖経営とその結果．

水産研究会報，4，128〜164．
中野宗治。松尾三男・名東

水産研究誌，14，（1），1〜3．

実（1953）

闘内森三郎。三善

諏訪湖魚介類生産力調査．

水産研究会報，5，1〜51．
長野県水産二二所諏訪支所（1959）

て（1）。

竹本水産学会誌

昭和34年度諏訪湖の漁獲高調査表。
山沢秀夫。虫本

清（1936）

諏訪湖，霞ケ浦，北浦及び琵琶湖の水産増殖につい
4，（2）．

田内森三…三良β●三≡三善

長・山本雅道（1980）

清

（1936）

諏訪湖における1932〜1940年間と1950〜1979年間の

諏訪湖，霞ケ浦，北浦及び琵琶湖の水産増殖につい

月男ll漁獲量の経年変化の資料一諏訪湖漁業協同粗合

て（II）．

礒本水産学会誌．4，㈲。

の資料による一．

諏訪臨湖実験所研究報告，3，76〜1妬

諏訪湖増殖計画（年三100toの．

倉沢秀夫（1980）

二丁80余年闘G895〜王978）における諏訪湖年間漁

獲量及その出荷金額高の経年変化一諏訪湖漁業組
余，その他の資料による一，

倉沢秀央・山本

長野県水産旛導所諏訪支所（不明）
養鯉の参考資料．
白石芳一・他（1952）

諏訪臨湖実験所研究報皆，3，1〜47．
長・沖野外輝夫・林

秀鰯（1980）

過｛長80余年間（1895〜1978）をこおける諏訪湖の年聞

漁獲高及びその金額高の推移。諏訪湖漁業協岡粗合
の資料による

諏訪湖産ワカサギの標識に産卵移殖調査並びに潮河
の生態について。
淡水鼠水産研究所報魯：1，（1），26〜40．

長野県水麗指導所諏訪支所（1961）
いさざ移殖研究会．

諏訪湖集水域生態系研究（資料2），4，69〜106．
名東

長野県水産指導所諏訪支所（1960）

実α978）

長野県水産指導所諏訪支所（1961）

過表4年間における「ふな」の飼育成績について．

諏訪湖の水産資源とその変遷。
諏訪湖集水域生態系研究．

1，

（1957〜1961）
13〜22．

長野県水産指導所諏訪支所G959）
諏訪湖における「ふな」漁獲高の推移，1950〜1959，
長野県水産指導所諏訪肝所（不明）
諏訪湖漁業者分布図，
阿部事務官（1951）

白石芳〜

ワカサギの水産生物学並びに資源学的研究．
2炎zk区水産研究所幸侵告．

10，

（3），

1〜263．

長野漿水産指導所諏訪支所（1953）
諏訪湖魚貝類放流数蟄（1917〜1953）．
田暮

内水薗漁業従事者の一般的状況把握のための一例

（1961）

忠

（19三6）

諏訪湖の養魚経営と干魚及び公魚の移殖．
水産界，403，352〜353。

（諏訪湖）。
内水面漁業資審斗．

第15輯．

諏訪市教育委員会（1971）
諏訪湖一その漁法と漁具．10〜13．

長二二水産指導断諏訪支所（不明）

マラカイトグリーンの公魚卵に対する薬警．

月江事務官。小関技官。本間昭郎G950）
長野県諏訪湖における放流事業調査報告書．

小林茂樹（王974）

諏訪湖の漁具と漁法．下諏訪町立博物館．

内水面漁業資料．

第12輯．

長野県オ（引手山導所諏訪支所

諏訪湖の三二・放流

556．δ5：639．31

（1961）

年度鋼わかさぎ卵移出一覧蓑G957〜1961）
長野察水産二二所諏訪支駈（1959）

八木貞助（1913）
儒州における淡水養殖．
魚学雑誌

1，（2），30〜33．

諏訪湖の養殖経営について．
日暮

忠

421，
（1919）

白石芳一

（王952）

ワカサギの漂識放流（第二國試験）．

川上宗治（1917）
水産界，

諏訪湖における「ふな」の産卵条件に関する調査に
ついて

80圭〜805。

淡水区二水産研：究所報告．
長野県水産重爵導所諏当方支所

2，（1），11〜30．
（1948）

わかさぎ人工採卵数算定書（1946〜1948）

58

倉沢秀爽・田中邦雄・沖野外輝夫・林

長野県オ（産季旨導所諏訪ヨ乞所

（1956）

長野県水産捲導所諏訪支所業績表1．（1946〜1956）

〜41
0kino，

秀剰

Tokio・Hiroshi

Yamag呈shi・Hamo

（1＞わかさぎの諸問題に関する試験調査．

hara・HidetaRe｝｛ayashi・Yoshi￡o

②ふなの諸問題に関する試験調査．

K：a無ji

（3）磨滅利用あゆ池中卵浮化飼育試験．

Materials

長野県水産指導所諏訪支所（1958）

わかさぎ入工採卵浮化率向上に関する試験．第1報，
受精率の向上について．

for

report）．

Misc．

Res．1籍st．

Rept．

K疑rasawa（1969）

ecological

（Preliminaly

71，

諏訪教育会動物委員会（1968）

Aoyama・Hideo

Fuku−

Wata鍛abe・

s嶽dy

Nat，

on

Lake

Suwa

Resources（資源研彙）。

40〜60．

諏訪湖定期観測グループ（1978）

穴斗のワカサギの人工艀化．

諏訪湖定期観測資料の取扱い．各璽目分析分担及び

研究蚤己要，

前処理について．

5，

荏9〜75．

諏訪湖集水域生熊系研究（資料1）．2，1〜2．
諏訪湖の水質

謄般

556．551

倉沢秀央・編

（圭979）

諏訪湖定期観測資料室No．1
早Z二女碧τ〜碁ll∫

諏訪湖集水域生態系研究．2，1〜200．

（1929）

諏訪湖地：方の水質調査成績．

長野県工業試験場彙報．11，1〜98．

早乙女薪一郎。大前 圭・山内義雄。大谷貞雄・小林
文夫D佐藤武男 （1937）

諏訪湖の物理的水質

556．551．113

小泉清明・桜井善雄・川島信二・長沢武央（1968）

長野県の水質（県内湖水の分析法）．

諏訪湖の汚染とけん濁物質並びに愚存物質との関係

長野県工業試験場幸侵告．

一現状と経年変化（諏訪湖陸水学資料nI）

12，

409．

早乙女新一郎・小林文面G930）
諏訪湖1並に上下俳論地：方の水質．（第二報）．

長野察工業試験場彙報．

14，1〜78．

三論瀦（1980）
儒州の旅．

32，14〜15．

（1969）

けん濁物質と水への清濁度との関係一実験的研究と
陸水学雑誌．30，（4），125〜138．

沖野外輝夫・山本雅道・塩野崎

寛（1978）

1977年〜1978年の定期観測による諏訪湖の日射量，

（1958）

長野県下の河川，湖の水質．

水温，透明度，水中桐対照度及びpR，

長野県衛生研究所調査報告。15，（1）．

倉沢秀央・山岸

．長沢武夫．，ll島僑ニニ

諏訪湖への応用（諏訪湖陸水学資料V）．

諏訪湖の水は何故緑色なのか．
三日嗣夫●ぜ也

日ホ生態学会誌18，（4），167〜171．
ノ」＼事端清明

宏・吉規正武・為政園野（1971）

諏訪湖集水域生態系研究（資料1）．2，3〜15．
沖野外輝央・山本雅道・塩野崎

寛・杉本剛士（1980）

諏訪湖の水温，pH，溶血酸素量，クロロフィル量及

1978〜1979年の定期観測による諏訪湖の臼封貴，水

びセストン最の垂直分布季節変化の調査資料（1970

温，透明度，水中相対照度及びpR．
諏訪湖集水域生態系研究（資料2）．4，4〜9．

年）

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．3，王〜10．
管；原由筆己夫

◎早11［清二良「二

り一モートセンシング技術利用による水質調沓実験
報告．

Assoc．

P難ot◎gram．

Appl．

沖野外輝夫（1980）
諏訪地：方の気象特性と諏訪湖釜口水門（天竜流鵬口）

（1978）

Technology，5，33〜46．

諏訪臨湖実験所（1978）
付表（長野梁農業気象月報より転載）．

における放流量（1977年）

諏訪湖集水域生態系研究（資料2）．4，1〜4．
松田松二。星川和俊G979）
湖面の熱収支．

諏訪前集水域生態系研究．3，75〜80．

諏訪畑島断データ（1977年（52年）1月〜1978年8月）
諏訪湖集水域生態系研究（資料1）．2，圭81〜200．
馳1ユ葛藤タ事象央

諏訪湖の水温

556。551．113：536．5

（1973）

詔670のs擁の発生と水質その他に与える影響．

人為に伴う水質及び水奴支の変化に関する研究．38

田中阿歌麿（1899）
湖水の温度及分類．

諏訪湖とその集水域における陸水学，生物学および地質学の文献目録と研究小癸

藤原咲平・闘口領（1936）

地学雑誌11，（124），275〜291．

諏訪湖結氷期臼の遅速の解析．

田中阿歌麿（エ899）

気象集誌難輯．14，α勘，587〜591．

湖水の温度及分類．
地学雑誌．

11

（125），

荒用秀俊（1954）

378〜387．

五世紀に亘る諏訪湖御神渡の記録について

田中阿歌麿（1906）

信濃史学会誌IiL

諏訪湖に於て観測せし春季水温閂に就て．

諏訪湖結氷の予想について，

伊藤徳之助（1918）

諏訪湖における水温と可眼視界との槽関．

天気．5（8），256−258．

藤原群竹・荒川秀俊（1954）

気象集誌．37，（3），100〜102。
嚢三太良昼

諏訪湖結氷期日表．

（1929）

研究時幸艮．

諏訪湖水温測定について．

地質学雑誌19，192〜195．
増沢譲太絹搭

牛山正雄・他（1965）

応短目気象．

長野県諏訪清鑑高校．

三11〜112，

地質学雑誌．2，604．

陸水学雑誌．猛，（1＞，1〜6．

増沢譲太良1〜

（4＞，

儒州諏訪湖神渡りの事。

諏訪湖における結氷下の成層．

藤原咲平（1948）

Jo￡aro（1949）
in

2，

犀川漁愛（1895）

（ig49）

Jo疑r．

（1948）

諏訪湖の氷の厚さについて．

諏訪湖の水温分布の研究．

S￡ratiぎication

127〜137．

いて．

長野県諏訪清子高校出版物．

Jap．

（5），

明治42年2月26繍諏訪に於て観測せし偽氷餅盤につ

諏訪湖における水温分葎の研究．

Mas疑zawa，

6，

平沢福松（1912）

諏訪中学校科学会誌。2，18〜20．
牛由正雄（1965）

増沢譲太撲1〜

6，（7＞，1〜9．

船津康二G958）

地学雑誌18，208，265〜267．

浜

59

Lake

Lir糠無oL

Suwa

14，

u盤der

諏訪湖の：氷．御神渡りの話．天文と気象．

icecover．

1〜6．

（1950）

天文と気象．15，（2），42〜46．
時日［秀俊

（1954）

諏訪湖における夏季の成層について．

藤原咲平博士遺稿．諏訪湖結氷霞並びに御神渡りの

資源科学研究所彙報．15，57〜62．

期日表について。
研究蒔報．6，（5），138〜146．

諏訪湖の結氷

556．551．113：551．324．43

荒川秀俊（1954）

5蝕紀に篁る諏訪湖お神渡の研究．

不明（1908）

地学雑誌．63，（4），193〜200．

諏訪湖全：水勢の初氷。

地質学雑誌．15，195．

不

明（1908）

諏訪湖第2國の結氷．

船津康二G960）
湖水の結氷が湖水周辺に及ぼす影響について．
天気，

小林房太：郎（1906）

諏訪湖の結氷．

7，

（5），

134〜14王．

岸上冬彦（19婆0）

地学雑誌18，（208），267〜272．

小林房太郎G911）

諏訪湖氷上の弾性波実験報欝。
地震．

諏訪湖の結氷．
18，

俊一郎（1965）

諏訪湖のお神渡について．
地震研究所．

地質学雑誌．15，271．

地質学奈佳誌．

蓑

12，

（4），

156〜165．

岸上：冬彦（1940）
267〜272。

藤原咲平（1920）

諏訪湖氷上の弾性波実験報告．
地震．12，（7），310〜32L

諏訪湖結氷溝調査第二報．
気象集誌．39，（5），131〜134．

諏訪湖の化学的水質

556．551：114

60

倉沢秀爽。霞中邦誰・沖野戸閉央。林

秀團

諏訪湖集水域生態系研究（資料1）．2，50〜54．
諏訪湖の無機化学的水質

渡辺i義人。山本満素夫（1980）

556．551．114：546

諏訪湖湖心定点におけるキェルダール窒素（KN）と
吉村世吉

溶存有機態窒素（DON）濃度の季節変化．（1978年12

（1931）

〜1979年9月）．

日本の湖水の化学成分．王．総論．

陸水学雑誌 1，25〜31．
菅原 健・小穴進也・小山忠四郎・半谷高久・森田良

諏訪湖集水域生態系観究（資料2）．4，22〜26．

渡辺義人・山本満寿夫・沖野外回央・田中哲次郎・林

美。山困肉汁（1949）

秀翻（1980）

諏訪湖及東京湾の生産力調査研究。

諏訪湖における窒素の季節変動．

水産研究会報．2，3〜28。

諏訪臨湖実験所研究報告。3，47〜52．

吉村信吉（1934）

田中哲次郎（1978）

田本の湖水の化学成分．田．塩化物．

諏訪湖湖心定点における亜硝酸態窒素及び硝酸態窒

陸水学雑誌，

素濃度の季節変化について．

吉率寸三吉

3，

（3），

71〜82．

（1934）

諏訪湖集水域生態系研究（資料1）．2，37〜39．

臼添の湖水の化学成分．IV、硫化水素．
陸水学雑誌

沖野外輝夫（1978）

4，（1），11〜27．

1977〜1978年の諏訪湖の溶存酸素量と全炭酸の季節

俳藤利一・源沢節工・赤罐秀雄・牧

幸男・丸山正

人・畑田秀実。嘗島勲（1967）．

諏訪湖集水域生態系研究（資料1）．2，16〜圭9．

諏訪湖の水質並びに湖への流入水の水質調査．

享中野夕峯虚血

長野県衛公研調研報．76，1〜45．

Koyama，

Chem重ca歪S￡ud重es

on

by

a難d

de￡erml難ing

Jap．」，

中本信忠

pH

carbon
total

Tomi・

K慧rasawa（1972＞

cycle
carbon

i捻Lake

S蓑wa

dioxide．

Li凶相010gy．33，（4），61〜70．

（1978）

諏訪湖集水域生態系研究（資料1）．2，40〜44．
渡辺義人。山本瀧寿央（1980）

湖水中の懸濁性有機物の分解幽寂における炭素，窒
素，りんの挙動．

（1933）

日ホの湖水の化学成分．簸．溶解性酸素（1）．

陸水学雑誌．2，63〜75．
Dissolved
Sci．
吉番寸信吉

Shln1くichi（1938）

oxygen

Rep。

o至the

Tokyo

Lake

Bunryka

waters

DaigaRu

（1931）

of

Japan．

C．28，63〜277．

．

諏訪湖の夏季における酸素含量と水の華．
1，

丸山泰男。矢木

（1），

48〜50．

博。山本満寿央・響島恒雄（1969）

諏訪湖の無機環境．1．夏季の24時閤水質，とくに

（1980）

諏訪湖湖心における各態りんの季節変化．（1978年10

月〜1979年9月）
諏訪湖集水域生態系研究（資料2）．虞，28〜29．

DOとpRの測定成績．
JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．1，103
〜104．

青山莞爾・沖野外輝夫。倉沢秀央・林

（1931）

目本湖水の窒素化合物と燐酸塩．
水産物理言炎言舌会々報．

29，

431〜438．

央．目」岸

宏

秀剛・福原晴

（1971）

離070の8一発生時の溶存酸素について一特に網イ
ケス養魚との関係．

吉村信吉（玲35）

臼本の調和型湖水中に溶存する窒素化合物の含有

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．3，11〜25．
Yama理ishi，

盤，

日本水産学会誌

諏訪湖集水域生態系研究（資料2）。4，圭0〜11．
古村信告

陸水学染髭誌，

諏訪湖集水域生態系研究．5，100〜104．

吉三寸信省

変化．

Yosh重m慧ra，

諏訪湖湖心における三態りんの季節変化．

中本信忠

（1980）

1978〜1979年の諏訪湖の溶存酸素貴と金炭酸の季節

Tadahiro・Osam犠Sato。Takao

no・Ka￡s麟Ma￡suna墓a・R呈deo

変化．

4，（3），183〜189．

渡辺義人・山本満寿夫（1978）

Hiroshi・Ka勲li

Ecolo9宝cal
bloom

s￡udies

on

of・擁。70のε趣in

諏訪湖湖心定点におけるキェルダール窒素（K−N）

dis宅rib繰t至on

濃度の季節変化（1977年8月〜1978年111月）．

drifti益g

Lake

o｛d圭ssolved

of説∫o彩。のs眺by

Aoya鎗a（1972）

disso董ved

oxygen

Suwa，1。

oxygen

w圭鍛d．

三n

and

Rorizontal

re重a￡io轟

to
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諏訪湖とその集水域における陸承掌，生物学および地質学の文墨目録と研究小史

8ull．

Jap．

Soc．

Sci．

Fis難er呈es．38，

中島光敏・熊谷善央。西村

qわ，

9〜16．

肇・田中哲治郎（1979）

佐藤泰哲（紬80）

諏訪湖における尿素の定期観測結果

2

諏訪湖集水域生態系研二究（資料2），崔，27．

水の華発生蒔における酸素の鉛直移動，

諏訪湖集水域生態系研究．3，59〜74．

富野孝生

（1971）

諏訪湖における遊離アミノ酸の化学的研究。

小山忠四郎G973）
湖薦と空気との間の工酸化炭素交換速度の測定法．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究，3，｝07

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．5，5

〜110．
坂本

〜9．

1977〜1978年の諏訪湖の水質（電気伝導度
，Ca骨，

Mg紳，

NI｛4−N，

Sio2，

諏訪潮集水域生態系研究（資料1）．2，27〜36．

1978〜1979年の諏訪湖の水質（電気伝導度，Sio2，
Ca鱒，

Mg脅，翼R4−N，

♂

の働き，蒋に燐酸の利粥度を支配する働きについて，
安部喜也・半谷高久（1968）
諏訪潮のメチレンブルー濡性物質について。
陸水学雑誌，

29，

（3），

111〜圭18．

COD）

諏訪湖集水域生態系研究（資料2），4，17〜21．

諏訪湖の有機化掌的水質

（1973）

陸水富栄養化の基礎的研究．2，71〜74．

COD）

沖野外輝夫・山本雅道・渡辺雄二・杉本魁士（1980）
Cr，

●神国茎知子

植物プランクトンの生産を支配する錯体形成有機物

沖野外輝夫・山本雅i道（1978）
C4

充

諏訪湖の栄養塩

556．55L114：581．133。8

中本信忠G979）
富栄養湖諏訪湖における生物利馬可能栄養物唐船の
季節変化（MBOD法による評価）．

556．551．1忽：547

諏訪湖集水域生態系研究．3，35〜40．

半田暢彦・松永捷司・小山忠四郎（1972）
諏訪湖における溶存有機物の研究．

中本儒忠・坂井

JIBP−PF諏訪無生物群集の生産力研究．4，1〜8．
半谷高久・安部嘉也・小椋和子・落合良仁。落合正宏

正（1980）

諏訪湖における厳BOD法による生物利用可能栄養
物質鐙及び植物プランクトンの活性の評価の試み
諏訪湖集水域生態系研究，5，92〜99．

（1970）

人類活動によって排出される水中微量有機物の都帯

矢木

博・山本満亡夫。丸山泰男・浅野裕三（1970）

水域における行動の研究．

諏訪湖流入，流出河川及び諏訪湖における栄養塩類

都帯研究調査報膏，4，

の研究．第一報，流入，流出河ノ取こよる硝酸，アン

丸山泰男・矢木

1〜21．

博（1969）

磁加oo：賊おがBOI），

モニア，亜硝酸及び燐酸塩類の諏訪湖への供給鎧と

COD，β0，の測定値に及ぼす影

響について．

流出量について．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究，2，163

JBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．1，1王7

〜170．

矢木

〜118．

林秀闘（1978）
諏訪湖におけるP㏄（懸濁態有機炭素），PON（懸
朝潮有機窒素）及びDOC（溶存態有機炭素）の季節
変動

博・山本満幅央・：丸山泰男・浅野裕三（197◎）

諏訪湖流入，流畠河用及び諏訪湖における栄養塩類
の研究．第二報，諏訪湖水の硝酸，アンモニア，亜
蟻酸及び燐酸壌の虚心について．

」王BP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究，2，17ユ

諏訪湖集水域生態系研究（資料の，2，45〜49．
渡辺義人α97G）

〜173．

窪紹衛二・牛燐

保・細野道太郎（1971）

諏訪湖におけるセストン炭水化物の層溺葭変化及び

諏訪湖における流入流出河川による無機栄養塩類の

その分解過程．

収支と変化．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．

a，111

〜114．

佐藤泰哲（1978）

JIBP岨F諏訪湖生物群集の生産力研究．3，雄1
〜123．

坂本

充・福原晴央・沖野外輝夫（1971）

諏訪湖における尿素の定期観測結果．

諏訪湖における栄養壌の騒帰と，植物プランクトン

諏訪湖集水域生態系研究（資料圭），2，55〜56，

の基礎生産におけるその意義．
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倉沢秀失・一中邦雄・沖野外輝夫・林

物量の推定（1971−1972）．

JBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．3，26〜34．

三田暢彦・山本満寿夫。窪田衛二G973）
諏訪湖における栄養塩及び有機物収支に関する研

秀剛

JIBPTF諏訪湖生物群集の生産力研究．5，40〜43．
小泉清明。桜井善雄i（1968）
諏訪湖の水中沈降物。

究．

日本生態学会誌，18，（5），212〜217．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究，5，10〜19。
林

B比野雅俊（1976）
栄養塩収支にみる諏訪湖の富栄養化．

秀岡雌●Ψ中墾予山輝夫。倉沢秀タミ

（1979）

諏訪湖の網いけす養魚が底質に及ぼす影響．

諏訪湖集水域生態系研究，3，81〜86。

人文地理，28，（5），532〜249．

小山忠四郎・松永捷駕・早川博信（1968）
諏訪湖の水位，セイシ

556．555

532．5

諏訪湖々底推積物の化学的研究．

∫IBPPF諏訪湖生物群集の生産力研究．1，57〜56．

稲垣益次・中村久曲・牧真一（1958）

牧幸男6関久人（1971）

諏訪湖水位：の変化と上諏訪温泉湧嵐量との関係につ

諏訪湖湖底堆積物中の重金属について．

いて．

水処理技術．12，（4），31〜40．

〜盈芽〜季斗学．

9，

（1），

12〜25．

西条八束・杉村行男・半谷高久（1956）
湖底堆積物の研究（第4報）．本邦湖底堆積物中の鉄，

平沢福松（1907）

マンガン及び燐について．

諏訪湖の深さ．

信濃博物学雑誌。24，780〜783．
岡谷品目水門監理事務所（1965）

地学五平言命．

29，

（8＞，

500〜506．

矢木博・山本満寿夫・丸山泰男G969）

諏訪湖の水位調査．

諏訪湖の無機環境．II．底泥の炭素率，窒素乾土効

長野県諏訪建設事務所．（1953〜1965）

果とむ認度上昇効果．

FB中沼歌麿

JIBPギF諏訪湖生物群集の生産力研究．1，105

（1911）

〜106．

諏訪湖定常振動．
｝也学斑袋鼠．

22，

（261＞，

701〜702．

丸山泰男・矢木
ガン念：量．

諏訪湖の定常振動．

JII3P−PF諏訪湖生物群集の生産力研究，蔓，107

理学会，8，（7），518〜522．
旺…中日護歌磨

〜108．

（1915）

林

諏訪湖定常振動．
地質学肇f書誌。

日賦碁孝次

22，

博（1969）

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．1，109
〜110．

諏訪湖の静振．
12，

竹芝・矢木

諏訪湖の無機環境．W．底泥中の一般無機成分含量．

70．

（1940）

海洋鋒毒…幸艮，

博・山本満舞央（1969）

諏訪湖の無機環境III．堅粥のクロム．亜鉛，マン

田中阿山磨（1911）

（3），

405〜408．

海と空．20，（4），85〜89．

西条八束・半谷高久（1953）

湖底堆積物の研究（第1報）．本邦湖底堆積物中の有
機成分．

堀江三五部（1933）

地学評論，26，⑬，595〜601．

諏訪湖氾濫三蓋年史．

諏訪湖氾濫史刊行会．王〜674，

杉村行男（1960）

現世堆積物の地球化学的研究（第二報）．本邦湖底堆
諏訪湖の底泥，堆積物

556．555：551．312

積物のクロロフィル分解物含鍛．

R本化学雑誌．81，㈹，1827〜1830．
堀江正治（1972）

安部喜也（1972）

諏訪湖における堆積物の研究，

諏訪湖湖底泥中のABSの分窃．

JBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．4，23〜35．

陸水学雑誌，33，（3），44〜50，

林秀剛（1973）
諏訪湖小教沖定点における基礎生産，二次生産，分
解栄養蜜類量の季節変化に関する研究，狂報．沈澱
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of

Japa籍ese

Kizak呈，

Ll㎜ol．17，436〜445。

（1978）

陸水富栄養化の基礎的研究．2，1〜3．
湖沼生態系と富栄養化現象．

新潟大教育学部・教育論文，18，1〜12．
沖野外輝央（1979）
湖沼の當栄養化調査．

（1969）

機物吸収速度の現場測定．

環境倉弓造，

9，

（2），

50〜58。

臼比野雅俊（1974）

JBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．1，89〜92．
早筆剛（197◎）
水柱内における有機物収支について一無機化貴と沈
無量の推定．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．2，101

諏訪湖の周辺人文環境の変化からみた富栄養化．
人文地理．26，（5），547〜560．

諏訪湖浄化対策委員会G968）
諏訪湖浄化に関する研究一湖沼汚染への銚戦一
諏訪湖浄化対策委員会（長野累衛生部）．1〜199．
？【1ユ璽予外輝輝●〜獲：辺義ノ＼．古畑和五良匡。

〜110．

関東農政局．
長野予県●

量の測定．

JIBP−PF諏訪湖生物群集の生産力研究．2，153

自然環境容量調査研多毛…会

（1978）

自然環境容鑑：手法調印研究結果報告書．1〜75．
桜井善麟｛三

〜162．

（1979）

諏訪湖汚濁の1持｛生と汚濁防1ヒ対策の経過．

福原晴夫。田中哲次郎（1978）

諏訪湖集水域生態系研究．3，87〜102．

底泥からの栄養塩の溶出．

マ中璽予外輝夫○平塚茂雄

諏訪湖集水域生態系研究，1，47〜50．

（1979）

諏訪湖の有機汚濁予測と処理システムの評緬（諏訪

肇・中島光敏（1978）

底泥，水塊界葡における物質移動現象について．
諏訪湖集水域生態系研究．1，71〜72．
中島光敏・繭村

倉沢秀夫（1979）

富栄養化対策調査報告審（諏訪湖地区），1〜164．

（1970）

諏訪湖湖底泥中の炭素・窒素・燐に関する水中憾帰

西村

ノ」、泉清明

福原晴炎（1978）

湖水中でのデトリタス無機無比活性ならびに溶存有

富野孝生

長野県主要河絹と湖の水質汚濁の過量と現状．
〜
中部開発センター。1〜133．
諏訪湖における富栄養化の過程。

Acta。41，1817〜1823．

Shoji（1969）

Intemat．

諏訪湖の汚濁に関する調査成績．

第1回全問報告．1〜62．

sediments．

Plelstocene

長野県衛公研調研報．126，1〜109．
諏訪湖浄化対策研究特鋼委員会（1966）

小泉清明（1972）

Acta，42，349〜357．

Cos登｝och呈鶏．

arlc呈en宅Lakes
Mi￡t。

o￡

Mitsugu（1978）

oダgeolipids

Geochim．

envi−

co轟servation

geochemica茎slgniflcance漁early

ta￡ion

the

stano1S．

Cosmoc難im．

Ni曲lmura，

The

諏訪湖富栄養化調査．

M圭匙sugu（1978）

Geoc｝主m重cal

湖流域下水道三次処理調査委員会資料）．1〜80．長
野県．

長野県水天指導所諏訪支所（1980）。

蒙（1979）

底泥，水塊界面における物質移動について，第2報

漁業生物による富栄養化防止試験．

諏訪湖集水域生態系研究．3，47〜58。

昭和54年度赤潮対策技術開発試験報告書。1〜91．

市ノ羅

渡

桜井善雄・渡辺義入・沖野外輝夫（1976）

（1954）

よみがえれ僑州の水

諏訪湖堆積物中の化石珪藻について．

信州の陸水，2，1〜44．環境科学研究会

石油技術協会誌．19，（5），168〜175．

〜申野外輝夫

諏訪湖の水質汚濁と富栄養化

556．555：628．19

（1979）

湖沼・河川の保護
自然保護の生態学．215〜2昭。培風館．

西沢簾工・富島
（1975）

勲・武醸洋一・川村

実・鈴木富雄

倉沢秀央・青山莞爾（1969）

過去60年間における諏訪湖の水質と湖沼生物の変
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倉沢秀夫・匠B中邦雌。沖野外輝夫。誌

秀謝

ル翫名。の8総による「水の華」の発生と湖沼の汚染．

遷，

∫IBP−PF陸水生物並びに陸水生物群集の保護の方

：水温の研究．18，（1），2〜9．

法に関する研究．3，24〜30．
三沢秀央・山摩

宏（1971）

諏訪湖の水質公警

556．555628．54

諏訪湖における産業と生物分布の変化．
ノミイオテク．

2，

（4），

261〜268．

桜井善雄

倉沢秀夫・山岸宏（1971）

諏訪湖の公害問題一その経緯と現状．

湖沼と地域開発．

日本の科学：者．3，（5），1〜6。

地域開発．77，誓〜29．

小泉清明・青木

小泉清明・桜井善雄・丸山泰男（1968）

諏訪湖の都市沿岸部の汚濁と生物群集の構造，分布

JIBP−PF陸水生物並びに陸水生物群集の保護の方

畏野県特産課．1〜19．
沼丁丁治郎・沖野外輝央α978）
水域の富栄養化と人閥活動 1．合成洗潮の使周実
態を中心にみた諏訪湖流域におけるリンの排出量．

法に関する研究．2，19〜34．
倉沢秀夫。青山莞爾・沖野外輝失（1968）

用水と廃水．20，（6），44〜53。

諏訪湖並びに流入淘川の水質汚濁と生物群集の遷
移．

∬BP−PF陸水生物並びに陸水生物群集の保護の方
法に関する研究．2，3喋〜44．
。桜井善麟婁。丸口」泰男

舜（1956）

長野県の工場廃水と漁業との関係．

並びに生産に関する研究．

づ、泉清明

（1969）

山本満寿央・丸山泰男。矢木 博G969）
諏訪湖の無機環境。V．諏訪湖周辺の工場排水の水
質．

JIBPPF諏訪湖生物群集の生産力研究．1，111
（1969）

〜112．

諏訪湖の都響沿岸部の汚濁と生物群集の構造，分布

河野哲郎・保坂

悟・杉沢寓央（1980）

並びに生産に関する研究．

諏訪地域での幾つかの食品工業の汚濁物発生原単位

JIBP−PF陸水生物並びに陸水生物群集の保護の方

の評価，

法に関する研究．3，18〜23．
禽沢秀央

諏訪湖集水域生態系研究．5，70〜91．

（1979）

沖野二二央・渡辺義人。日中哲治郎（1978）

諏訪湖のプランクトン及び大型水生植物の優占種の
経年変化と湖の富栄養化の関連．

信州の自然環境モニタリングと環境科学の総合化に
関する研究．1，1〜12，（文部省特定研究）。

諏訪湖の富栄養化に及ぼす農地排水の影響一宮川流
域からの窒素，りんの流出盤と農地排水の寄与率．
諏訪湖集水域生態系研究．1，29〜46。
小泉清明・井出嘉雄（1954）

三浦泰蔵・鷹森英信（1972）

八ケ岳鉱害に関する意見書．

富栄養化と魚類相の変化．

長：野県出版物．1〜23．

陸水窟栄養化の基礎的研究．1，44〜47．
倉沢秀央（1980）

諏訪湖の沿岸部変化（土ホ）

556．557

諏訪湖の富栄養化と各種漁獲i物の経年変化との関
係．

諏訪湖の土木資料556．557624／628

野相の自然環境モニタリングと環境科学：の総舎化に

関する研究．2，15〜21．
Ya磁agishl，

Hiroshi。Toklo，

Disso重ved

oxygen，

Susu−mlzu

of

長野県土木部（195G）
Ol（1難。（1967＞
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of

漸飴劣。のs謀s

s雛m鵡aer−autumn
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10ur．
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長野県土木音1≦

（1954）

諏訪湖の資料．長野県諏訪建設事務所．1〜206．
長野県土木河川課（19嘆0）

Fac．
宏

諏訪湖の資料．長野県諏訪建設事務所．1〜157．
and

Sci，

Shinshu

Un至v。2，（2＞，139〜148．

（1971）

諏訪湖の夏の溶存酸素の分布と

水温の研究．15，3〜12，
沖野外輝夫（1974）

諏訪湖治水利水資料．

長野県土木部（195の
スス水

現象．

諏訪湖の資料．1〜204。
長野県（1953）

昭和28年度諏訪湖河規調査及改修計饒書．
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長野漿

日本地方地質誌ヂ中部部分」．朝倉書店．

（1956）

諏訪湖地区．上部西天竜地区改良事業計画概要．
長野県

長野県の地学1．II．

（1956）

諏訪湖治水計画書．第1都 雨量．第2部 流入流
出量。第3部 計画案．第4部，第5部 追録．第
6部
長野県

H茎．

IV．教育出版社。

長野県資源調査研究会（1955）
地質調査報告書．

長野県資源調査研究会．1〜295．

総括（水理）．

本間不醜男（1917）

（1958）

僑濃中部地質誌．

諏訪湖治水計画調査書．
長璽追尋

長野県地学会（1953）

儒濃教育会小県上田部会．1〜209．

（1959）

諏訪湖総合彌発調査報告書（総括）．

（三931）

僑濃中部地質誌．古今書院．

長野県水産指導所諏訪支所（王954）
昭1和28年〜29年諏訪湖畢潟調査関係．（1953〜1954）

長野県地学会（1951）
儒想の地形地質の大要．

楠仙之助（藁941）

諏訪湖の埋没とその維持について．
土木学会耳垂誌、

本間不二男

27，

（7），

618〜629．

長野県の地学，1，9〜14．
小林国夫（1955）

霞本アルプスの自然

水産庁調査研究部（1950）

繊蜘奇直方

諏訪湖埋立に関する調査報告．

1〜258．築地書館．

（1904）

長野県諏訪郡地質誌

調査資料課調査資料第26号．

1〜122．諏訪教育会．

山碕直方α905）
諏訪湖と芋水道

長野県諏訪郡地質誌．

556．557：628．2

地質学雑誌．
セ中野タ峯輝夫

竃房｛清治

（1979）

諏訪湖流域下水道の計画内容と進捗状況．
諏訪湖集水域生態系研究．

3，

1〜6．

12，

28◎〜．

（1953）

諏訪盆地の地形地質の概観。
長野県の地学．簸，86〜103．
諏訪の自然誌地質編集委員会（1975）

諏訪湖と下水処理

556．557：628．3

諏訪の自然誌，地質編．1〜531．諏訪教育会。
下諏訪歯面編集会（1963）

小泉清明・矢木

博・山本満寿夫・上垣内郁失・尾和

三智子・丸山泰男・竹中伸也・浅野裕三（1970）

諏訪湖周辺の有機性工場排水の下水道投入事前処理
法に関する研究．

長野県委託研究出版物．1〜21．

面谷市史

諏訪市し尿消化そうについて。

長野県衛公研調研報．8，1〜8．
悟（1980）

濡性汚泥法の浄化機能について．

諏訪湖集水域生態系研究（資料2）．4，107〜115．

（上巻）．

1〜1◎59．

岡谷市役所．

本間不泣男（1925）

諏訪盆地の地質構造に関する知識．
地球3，

西沢節：二（1956）

河野醤郎・保坂

下諏訪町誌（上巻）．1〜1斑0．
岡谷市（1973）

矢都長克

275〜279．
（1916）

天竜川下流地方の地質．

現代の科学．4，焉〜17．
三州地学教育研究会（1980）

長野県地学図鑑．1〜300．信濃毎臼新聞社．
長野県地学会（1957）

4−2．諏訪湖集水域の地質学，陸上生物学

20万分の1長野県地質図及び説明書．
内外地図株式会社，

集水域の地質

556．51：551．1／．4

0．…細断；太こ圭ミβ

（1941）

沢村孝之助・大和栄次郎（1953）

5万分の1地質図輻「諏訪」及び同説明書．
新巳本地誌中部地方．朝倉書店．
撮山次貞舞

（1950）

地質調査所．1〜45．

小林国夫・山照哲雄・清水英樹・松島信幸G962）
10万分の1上面那地質図。上俳那教育会．

倉沢秀夫・田中邦雄・沖野外輝夫・林
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秀彫

集水域の第三紀層
集水域の古・中生代層

556。51

551．78

556．51：551．731．76
鹿間時夫（1951）
南信の第三紀層．

諏訪地学委（1971）

長野県の地学。1，46〜69．

入笠山地域の地質調査（第1報）．

本間不二男（1926）

諏訪研究紀要．8，127〜131．

長野県中部地方の地質構造（概報）．

前田四郎・川辺鉄哉（1967）

地質学雑誌．34，（43），132．

赤石山地入麺地域の戸台層の地質構造．

本聞不ニニ男

早坂一郎先生喜寿祝賀記念文集。307〜314．

地球．

赤絹山地入笠山地域の戸台層の層序と構造
S呈ro・Kle益ji，

Lower

Cretaceous

ma盤。嶽Cea￡ral
Fac

L

Art

and

Todai

For−

Univ．

4，（2），47〜57．

所謂中央線に沿える地帯に分布せる諸岩類の研究

信濃中部第三紀層の分類三．
本間不二男（1928）

信濃中部第三紀層の分類瑚．

（第1報）．

地質学雑誌．

46，

地球。

169〜187．

49，

（1），

40〜53．

（1928）

信濃中部第三紀層の分類五．

中央構造線に関する闘題．
地質学雑誌．

10，

本間フドニ＝二男

渡辺貫。石ホ配四雄（1937）

地球．

23〜34．

藤本丑雄。一木健二・亀井節夫・桂田

保・河内洋

祐・宮碕元・小沢昭三・佐藤芳治・徳岡隆夫・山田

10，

〈2＞，

97〜1G3．

田中邦雄（1968）
中信地域の第三紀層．
フォッサ●マグナ。36〜護0．

（1965）

赤石田地北部の花崩岩瀬と糸魚川一静岡構造線赤

禾循葉

明●林

等

教育大進論（M・S）．

地球科学。76，15〜24．

山口良治（1962）

（1967）

中央溝造線について．

諏訪湖北方の地質．

第四条己．

京大卒論（M・S）．

11，

82〜83．

小林国央（1955）

諏訪地学委（1970）
岡谷彫師西部一川岸：地域の地質調査（第1報），
磁区方研究奉重要．

7，

言取訪地学委員会

岡谷市川岸地域の地質について（第1報）．
川岸砂岩粘板岩層の調査とその考察．
し上iE日哲雄●横田勇治

（1966）

諏訪湖北：方，横河川上流の結晶片岩（横河規変成岩）．
56，

（1），

21〜29．

小林国夫。田中邦雄（ig53）
長：野県の中生代層．

長野県の地学．2，159〜169。

（1968）

砥月1付近の地質（第1報）．

諏訪研究紀要．5，101〜122．
諏訪地学委員会（1968）

信大教養終話報．6，7〜10．

岩鉱．

諏訪湖西方鉢伏山付近の地質．
長野累地質調査報告書．155〜171．

95〜100．

斎藤保人（1971）

7可内洋祐．

（1952）

長：野累諏訪北方の地質。

石山地北部の地質（その2）．
艮⊥1田哲雄

地球．9，（5），341〜350．

地球．9，（6），423−q32．

杉山隆二（1939）

哲雄

265〜277．

本間不二男（1928）

Tapar

Sci：Ch童ba

（4），

信濃中部第三紀層の分類二．

Kitamura（1964）

Trigorollds｛rom

9，

本問不二男（1928）

千葉大文理紀要．4，〈3），323〜332。
Maeda，

（1928）

信濃中部第三紀層の分類一．

前賑四郎・用辺鉄哉（1967）

広川付近の地質（第2報）．

諏訪研究紀要．6，123〜150．
諏訪地学委員会（1970）
砥川付近の地質（第3報）．

諏訪研究紀要。7，67〜82．
諏訪地学委員会（1970）
鵡川付近の地質（第4報）．
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諏訪研究華己要．

7，

新中新統の境界問題．

83〜94．

イヒ石．

諏訪地学委員会（197エ）

Tanaka，

下諏訪町北部の地質調査（第三報）．

諏訪研究紀要．8，120〜126．
ノ」、池春央

4，

（1959）

Kunio（1961）

Studies

o難毛he瓢011疑scan乏ossils

Shi登ano

Nagano

守屋山付近の地質．

Molls犠can

僑大教育卒論（M・S）．

Bu至1．

爾角昭二

20〜25．

Pτefecture，

fossils

Fac．

Educ，

form

the

S難inshu

Moriya

Certral

（pa】詫6）

For憩atio薮．

Un呈v。12，239〜275．

渦中邦雄・斎藤保人（1965）

（1960）

守歴山付近の地質（第1報）．

守屋累層産軟体動物化石について．

二大教育科教報．2，109〜117．

信濃教育．944，79−81．

両角昭こ＝二

from

Japa登

濁中邦雄・他5名編（1967）

（1961）

儒濃の化石採集の旅．

守屋山付近の地質（第2報）．

信濃教育会．1〜181．

二大教育科教報．3，85〜1◎5．

田中邦雄・両角昭こ二・小池春夫・波多腰忠行G961）

田中邦雄

（1961）

守屋累層の化石（英文）．

守屋山付近の第三系。

信大教等等論．12，239〜275．

諏訪教育．22，53〜63．

田中邦雄・両角昭二・小池春野・波多腰忠行（1961）

日ヨ中邦雄

（1973）

守屡山付近の地質（演旨）．

北部フォッサ・マグナ地域の軟体動物群の時代的変

地質学雑誌．67，（790），398〜399．

遷について．信大教養紀要（自然科学）．7，35〜47。

田中邦雄・両角昭二。小池春夫・波多腰忠行（1962）
集水域の第四紀層

守屋山付近の第三系（第1報）．

556．51：551．79

地質学雑誌68，（806），618〜628．
鹿間【聴…央

守屡：層団体研究グループ（1963）

（1948）

守屋山付近の第三紀層．

信州の第四紀に関する現在の知識．

長野県の地学：．4，65〜82．

長野県地学会誌。1，19〜24。
矢野和男（1964）

本闘不二男（1925）

八ケ岳東部・南部地域の第囎紀層の研究．

諏訪盆地の地質構造に関する知識．
地球．

3，

（2），

県科学教育奨励．130〜133．

275〜279．

甲府盆地第四紀研究グループ（1969）

守屋層隣体研究グループ（1963）

守屋山付近の第三系（その二）一礫岩の研究一．

八ケ岳南麓の地質．

諏訪教育．

地質学雑誌．

25，

38〜46．

（8），401〜416．，

河内普平（1965）

守量層団体研究グループ（1962）

八ケ岳のゼノリス．

守屡1山付近の第三系一片倉礫岩の問題一．

あかいし．6，6〜13．

太平洋．4，7〜8．
岡野

75．

河内習平（1974）

寛（1936）

長野県下諏訪［町付近の御坂層変成岩について．

八ケ岳のゼノリス（日本地質学会81年演旨）．

地質学雑誌80，275．

博物学雑誌．24，（59），28〜29．

郷原保真（1967）

集水域の第三紀の化石

556。51：551．78

564

八ケ岳南麓〜穴出台地．
群山奉己．

Ta鍛aka，

Kun呈。（王959）

Molluscan萎osslls
I）refect疑re，

Bull．

Fac，

from

Japa難（part

Educ．

11，

27〜38．

河内晋平（1974）
Ce瞭al

S難蟄ano

2）Far登口至y

Naga難。

Nacu王anidae．

Shinsh籍Univ．10，67〜79．

田中邦雄（1962）

軟体動物化石からみた北部フォッサマグナ地域の漸

地域地質研究報告「蓼科絢」．

地質調査所，1〜120．
北沢和男・小林賢一（1973）

諏訪の第四紀地質（その〜）八ケ岳鶴麓の地質．
言取訪研究牽己要．

9，

三1〜38．

倉沢秀夫・照中邦錐・沖野外罐失・林

681

秀岡

目本地質学地理学輯報．

稲垣益次（1953）

長野県富士見村付近の第閥紀層ならびに地形につい

平賀文男（不明）
八ケ岳火山群．

て．

山崎薩至方

信大文理卒論（H，S）．

（1898）

八ケ上火山彙地質調査報文。

斎藤保人（1972）

闘谷市川岸地域の地質について（第2報）。塩嶺累層

震災予防調査会報告．20，鴛〜70．
メヒ沢和男

の調査とその考察．

（1969）

八ケ岳火山列末期の火由活動．

信大教養科教報．7．

信州理科．3．

斎藤保人（1973）

岡谷帯川岸地域の地質について（第3報）．第四紀層

河内晋平（196め

及び地質構造の調査とその考察．

八ケ岳火山列一1．

信大教養科教報．8．

地球科学。55，1〜8．

金井孝央

河内晋平（1961）

（1973）

RI検層による諏訪湖南盆地の浅層地盤の堆積状
地三月幸畏．

金井孝央

24，

（9），

八ケ岳火山列一登．
地球科学．56，11〜18．

態・物理的性質・地盤沈下予測について．

河内晋平（1970）

441〜459．

八ケ岳における火由配列．

（1973）

電気探査によって明らかにされた諏訪湖南盆地の浅

地巨鼠研

（24園総会資料集）．

Kawachi，

層地下地質．

On撫e

地調月報24，〈8），393〜402．

Shinpe圭（1972）

arrahgements

gatake

薫瀬寛一（1955）・

Volca縫ic

諏訪鉄平石の反転磁化と地球磁場の逆転

the

科学．25，（4），257．

」．Fac．

Mαnose，

Ka隷ichl・K縫鋤。，・Kobayashi・Tetsuo，

Yamada。Minoru，
Radio憩etric
mations

in

J．Fac．

Sci

璽予室寸

醤

age

Ozima。Ichlro，
of

Cer宅ral

Lava

f玉ows

Kaneoka。（1966）
oヂthe

Enrei

for−

Shir｝shu

U盆至v．1，93〜96．

with

i轟the

special

Sci

Hokka量do

U芸｝iv．

W，15，（1〜2），139

〜156．

信濃野島ケ峰火山（雑報）．
36，

（419），

60〜。

（1973）

諏訪｛濟三糸己要．

9，

39〜46．

佐藤久（1957）

74．

八ケ岳火山群の地形．

轟轟祥子（1973）

八ケ岳藍鼠における更新統上都の花粉分析．

岳ノ＼．

113，

飯匪鋳南海央

第四紀研究要．12，（1），1〜10．

2婆〜27．

（1963）

信州の火山の岩石学的特性．

集水域の第四紀の火由

556．51：551．79：55L21

長野県の地学．4，106〜134．
？可内晋平

盛大文理卒論（M．S）

信州の火山．

河内普平（1961）

長野県の地学。2，5〜32．

八ケ岳火船列の火山構造と岩石の配列．

小林国夫。哲瀬寛一（1955）

蛸セ質学雑誌。

信州における第四紀の火山活動．

of

Lake

（790），

415．

霧ケ峰火山の地質・岩石学的研究．

F鷲jio（1924）

S級wa。

67，

矢野和男（1958）

地質学雑誌61，322〜．
Str犠。￡ua璽evol慧t呈on

（1957）

八ケ岳火山の地形と岩石．

八木健三（1953）

｝｛onrna，

Yaもs幾一

refference之。

諏訪の第賜紀地質（その二）霧ケ峰火山の地質．

（1967）

11，

vo星canoes

牛山伝造（1924）

河ヒ沢和男

古地磁気からみた八ケ岳。
第四糸己．

of

chain

basement。

地学秦窪誌．

Japan．（1＞

49〜51．

o乏￡難e

volcanic

district難orもh

信大教育卒論（M．S）．
竹淵修二（1970）

諏訪湖とその集水域における睦水学，生物学および地質学の文献園録と研究小史

和田峠火山群の岩石・地質学的研究。

（墨田）

儒濃教育．998，66〜73．

地質学雑誌71，（838），368．

河内普平・河内洋佑（エ963）

三沢勝衛G930）

霧ヶ峰・荒船山地区における鮮新世火山活動！．
フォッサ・マグナ帯中央部における瀬戸内区の延長
地球科学．

64，

トムラウシ山のみごとな構造土をめぐって．

K：atsutoshi（1961）

of

J．Fac．

sa圭ic

Sci．

ノ」、林園タ…

地球科学．36，1〜4．

ef魚sive

Tohoku

focRs．

自然委地学斑（1966）

Un呈v．7，ω，47〜ユ00．

霧ケ蜂の構造土，
諏訪教育．

（1963）

中部地方の洪積世火山灰層．
第四糸己研究．

3，

（1〜2），

chida・｝｛idek量，

Ontake

110〜122．

Shlmlzu。Kaz疑。，

pumice−Fall

Kli￡azawa（1968）

deposiもpm−Ias

a

Late

in

」．Fac。

Shi益shu

Sci．

Central

Ku臓io

◎f

8

吉田俊央

th

Japan。

小池春夫・武居

守。両角昭二・斎藤保人・立木省

二・北沢和男（1972）
第四紀研究．11，（1），4．

Univ．3，（2），171〜198。

〜炎路正三…三

（1969）

Paris）

of

par￡三。繧玉ar

tephra

．

INQUA．981〜98縫．

（1970）

3，27〜29．

中谷進（1970）

三拝琢磨

14，

（1＞，

42〜58．

（1948）

信州窟士晃村付近における第照紀衝上運動．

河内普平・北沢和男（1967）
．
八が岳・大塩火砕流（円頂丘形成期）の絶対年代．

田本の第臨紀層の14C年代XXXII．

八ケ播東麓のテフラー特に八那池軽石流を覆うテフ
ラ層中の軽石．
軽石学雑誌，

地理学評言命．

地理学評論．21，306〜307．

八ケ岳新喪火山灰白虹の軽石層。

軽石学雑誌

（1938）

霧ケ峰に晃られる断層地形の一例．

idertifica額。羅

Layers（1）．（1969，

The

諏訪研究紀要．6，61〜92．

霧ケ峰の携覆土，流土階段について．

Time一憩arker

Methods

149〜154、

霧ケ鋒の構造土（その二）凍土現象について．
Ma−

Pleミstoce慧．

Kobayashi，

30，

諏訪地学委（1969）

Kobayashl，K：鳳io・K：oichi，Minagawa。Mizuo，
The

諏訪郷友会報．32，8〜13．
次・千野光芳（1958）

八ケ岳火山の亀甲池見聞記．
Asもudy

諏訪盆地の地質構造に関する考察の〜端．

酒勾純俊・河内晋平・藤木忠美・小林国夫・稲垣益

圭〜7。

三沢勝衛G934）
Ta録量da，

地球科学．21，（3），21〜22．

河内難平・北沢和男・小林武彦（1967）
3，30〜35．

河内普平・大森

江・大森貞子・山回哲良（1972）

八ケ岳とその周辺地域の溶岩の化学成分（演旨）．

八が鑑北西山麓の火砕流堆積物一八が岳火山列・円
頂卵形成期の火山活動（1）．
地質学拳雷誌．

13，

（3＞，

139〜150．

三瀬学会連合講演会要旨集．47．

北沢和男・河内晋平。古照俊夫・小林賢一・久保田毅

箋水域の地形

556．51

551．79：551．4

（王972）

茅野市北東の火砕流堆積物の層序について（演濤）．
第9舅糸己研究．

吉越正勝

69

11，

（1），

44〜．

（圭970）

岡山修￡雄

（匪．930）

中央礒ホ山地の切峰面及び区分．

地理学評論．4，477〜499．

八ケ回春麓の火砕流の層序と水理地質。
儒大理卒論（M，S）．

八木貞助（1943）

30万分のユ

長野県地図及び説明書．

長野県土木部．

集水域の第四紀構造地質

556。51：551．79：551．24

辻孝寸恩良匡

（1924）

天竜川流域の地形．

河内普平・北沢和男・小林武彦（1965）

八ケ岳火山列・円頂丘形成期の火山活動（予報）・

地質学雑誌31，399〜408，
辻村太郎（192の

倉沢秀夫・国中邦雌。沖野外輝夫・林

70

鈴木正男（1969）

i天竜川流域の地形

フィッショントラック法による黒曜石の噴出年代と

地質学雑誌31，460〜468．
辻村太良β

秀鰯

ウラン濃度の測定（第1報）．石器蒔代黒曜石製石器

（1924）

の原産地推定に関する基礎的推定．

天竜川流域の地形

第聖訓看i己研究．

地質学雑誌31，546〜548．

8，

（4），

123〜180．

小林房太郎（1911）

集水域の火成岩（第四紀）

諏訪平の雑感．

地質学雑誌18，137〜138．

河野歯茎・植照良夫（1964）

杉山基範（1928）

本邦産火成岩のK−Adating（n．

諏訪盆地の重力偏差分布について，

岩鉱。

日本学術協会報告．4，326〜331。

地質学雑言志．

僑濃史学会，11，（2），37〜41．

of

Toshio・Yoshio，

considerat量ons

the

J．Fac．

character

volcanic
Sc圭．

34，

346〜．

本邦産三二質火山岩の化学成分に就いて．
岩鉱．

内田寛一記念論文集．下．235〜255．

chemical

127〜148．

遠藤岸郎（1929）

（1952）

塩尻・韮崎付近の新期断層地形．

Some

（4），

僑州諏訪盆地西側の火山岩について．

長野県諏訪市渋綺の地理的諸子．

Ishikawa，

51，

佐藤伝蔵（1927）

柳平千彦（1959）

有井琢磨

556．51155L79：552．3

Kats級i（1959）

o薙the

and

the

zones呈τ1

Hokkai（io

ハ1些々葦ミ1〜●室寸日ヨ灘三敏

relatio勲between
geQgraphical

the

position

（6），

281〜284．

和田峠垂木岩（雑報）．

地質学雑誌．37，432〜．
Mo狙ose，

Japa簸．

U「n呈v．】V，10，（1），163〜183．

Kanichi。Kumio，

南八が岳火山硫黄昏一赤岳稜線西側にある凹地地形

volcanic

a簸d

rocks

Palaeomagne￡ic
nic

B−2，41〜47．

Kobayashi・Tets疑。，

Ya瓢ada（1959）

Palaemagnetic

（1969）

（1）。

千葉大教養研報

2，

牛山伝造（1925）

rocks

in

geologic

around

Lake

researches｛or之he
Suwa．

reserches｛or之盤e

Pliocene

vo玉ca・

Centra｝Japan．（2）。

地震研彙報．37，433〜481．

ウ
川崎逸郎・村賑鐙敏（1970）

南八が岳硫黄岳一赤岳稜線西側にある凹地地形
GI）．

千葉大教養研究．R−3，23〜33．

集水域の堆積岩（第四紀）

556．51：551．79：552．5

チ野光茂（1953）

諏訪郡川岸村山頂の河床礫．
集水域の網石（第四紀）
竹垣修ここ

556。51：551．79：552．2

（1959）

信濃教育．

795．

集水域のρ一ム層

556．51：551．79：552．524

和田峠付近の地質並びに岩石学的研究，
小林国夫。郷原保真（1958）

四大群薄卒論（M．S）．
Yamazak圭，

儒州P一ムの分帯・氷期・文化層との関係

Teigi（1965）

Petrography

a織（圭petroche覇aistry

Volca鍛。，

CentraUapan（1）．

」，∫ap．
54，

Assoc．

（2＞，

Ya凱azaki，

Econ．

Geol．（岩鉱）

伊那路．3，7。
o｛Kirigaml益e

Cen之ral∫apanα1）．
Mineral．

92〜103．

儒州ロームをさぐる．
Kobayash宝，

a盆d。ρetroche癬istry

Assoc。

（3），

地質学雑誌64，（759）．694．
小林国夫（1959）

Te圭ji（1965）

Volcano，
J．Jap．

Petro．

Klir呈gamine

39〜54．

Petrography

54，

Mi駐eral，

of

Peもro，￡con．

Geol．（岩鉱）

Beari熱g

K昼nio（1960）

of

Shinshu

o歪Mats慧搬oto

」．Fac．

Lib．

Loam

geology

小林国夫（1961）

Art．

on

the

P至eis宅ocene

Basln撫Central

Shi賑shu

Japa益．

Univ。2，22〜67．

諏訪湖とその集水域における陸水学，生物学および地質学の文献濁録と研究小史

いわゆる、、儒娼ローム

（信州ロームの研究（その

上諏訪温泉の地質．

上諏訪温泉報．1〜8

1））．

地質学雑誌．67，（784）．32〜47．

小林国夫（1960）

清水英樹。矢野和男・小林國夫（1964）

信州の温泉とその地質一特に諏訪付近の温泉．

関東ローム断面に発見された信州ローム．
第四糸己。

5，

温泉科学．

村芽勇（1967）

飯島南海夫（1967）

長野県の地質．

東北儒州におけるローム層の問題点．
11，

温泉科学．18，（2），齢〜46，

飯島南海夫（1970）

39〜49．

長野県の温泉地質学的概要．

（1967）

儒州ロームと第四紀編年の現状．
第四糸己。

11，

長野県企画部．i〜2蔭．

3〜14．

三沢勝衛（1924）

小林国夫・清水英樹・北沢和男（1969）

上諏訪温泉の泉脈について．

信州ロームと第四紀後期編年．

地球．2，190〜194．

臼本の第四系．（第四紀総合研究論文集）224〜233．

長野県衛生部．1〜57。
中村久由・大和栄次郎（1952）

4，10〜14．

長野県下諏訪温泉地質調査．

北沢和男（1967）

諏訪。八が岳周辺の信州ローム層．

地質月報。3，297〜304．
小林儀一郎α936）

第四紀．11，20〜26．

上諏訪温泉湧出に対する地理学的影響．

矢野禰男（1962）

八が岳東部・南部のローム層（その1）．
諏訪教育．

24，

小林国央・稲垣益次・安斉徹（1964）
長野県地質調査報告書（第2号）（上諏訪）．

（1958）

松本一諏訪付近の信州ローム層．
満州ローム．

12〜15．

長野県衛生部．1〜28．

罠本の考古学。1，88〜100。

ノ」、林国央

（1），

上諏訪温泉地質調査報告書（第3号）（上諏訪）。

転載ローム層．

第四潔己．

11，

長野県衛生部（1964）

57〜60．

小林騒擾（1965）

ノ」、林圏央

71

〜猛泉．

7，

7〜・

59〜69．

矢野和男（1963）

集水域の化石（第囚紀）

556．51：551．79：56

八が岱東部。南部のローム層（その2）．
澤霞言方教育．

26，

30〜39．

亀井套農夫

八が岳周辺のローム層．

地団研（第24回総会資料等）．76〜77．

信州文理科教報．5，1〜19．
」ヒ沢和男

市ノli

（1965）

八が岳周辺の儒彌ローム層。

（1954）

石油技報．19，（5），168〜175．

佐藤伝蔵（1924）

北沢和男・河内晋平（1967）

信州諏訪蚕糸萱の埋木及自然木炭．

八が岳北西山麓のローム層．

地質学雑誌．31，365〜366．

地質学雑誌．73，（4），199〜206，

芳沢喜久（1920）

（1960）

諏訪渋川遺跡の・一ム層中木炭末につし

渡

諏訪湖堆積物中の化石珪藻について。

諏訪教育．29，43〜51．

児三i雪濠農武

（1970）

八が猛山麓の象化石

矢野和男（1964）

八が岳山麓の天然木炭（雑報）。

鴎

無届・一ム．6，18〜19．

地質学雑誌．27，859．
鈴木敬治

（1967）

信州南部地域の洪積統産植物化石群．

集水域の温泉地質（第四紀）556．51：55L79：553．7
ノ」、三国央

（1960）

第四糸己。

11，

50〜52．

集水域の遺跡（第四紀）

556．51：55L79：571．L9

72

倉沢秀央。困中邦雄・沖野外輝央・林

秀翻

ペドロジスト．58〜65．
鳥井竜蔵（1924）

出口啓造（1962）

諏訪史．第1部。先始時代

諏訪湖周辺水田土壌の概観．

諏訪教育会。1〜395．

ペドロジスト．23〜40．

鳥井竜蔵（1924）

諏訪実．第2部．原始晴代．

集水域の洪積憶，氷期，堆積物

556．51：551．791／．795

諏訪教育会．．1〜210．
ノき、松

慶

八木貞助（1928）

（1967）

信州における洪積層の分布とその時代について．

八が岳周辺の遺跡．
第四紀．11，75〜76．
松騎

地理…．

一（1968）

35，

371−372．

小林國夫（1953）

尖石一八が岳由麓に眠る縄文文化の謎をとく．
学生社．208〜．

フォッサマグナ西部における洪積世：侵食：薩群．

地理学評論．26，291−307．

宮坂英弐・宮坂虎次（1966）

Ogawa．

Tak疑li（1933）

蓼科

On

縁石考古館。235〜．

foot−h呈11s

宮坂英弐（1964）

a

type

Shi鴛ano

尖石遺跡．

o｛墓1acial￡opo9τap難y三n
of

Kobayashi，

金井典美・岩田英経（1968）

長野県霧が蜂高原の旧贋器文化の環境とC監4年代．
考古学ジャーナル．23，16〜20．
岩塚守公・守屋以智雄（1965）

norξ簸ern

Province．

Proc．1鵜p．

諏訪教育会。1〜65．

the

Tatesh呈na−yama．

Acad．9，（5）2n〜214．

K蓑難ic（1963）

Pre−Wurmiaa

valley

filling

aro麟d￡he

Japa難ese

Alps．（1961：Warsaw）．

The

6th

INQUA

3，155〜162，

郷原保真・酒井潤一・大野勝次・熊井久雄・谷岡建

霧が峰高原の無土器文化遺跡とそれに関連した古気

則

候地形学的聞題

八が岳田切の第四系．一信州におけるウルム氷期（1）．

地学雑誌75．5．
児三長司農武

（1960）

吉越正勝・飯田祥子（1970）

第照糸己拶チ究．

今

照淵

9，

（2＞，

83〜

．

洋（1973）

諏訪部用遺跡のローム層中木炭末について．

周氷河地形による卓越風向の推定方法について一霧

儒州ローム。6．18〜19．

ガ峰を例として．

、

法大気禅学研究．13，51〜57．
纂水域の第四紀の生物

556．51：551．79：577．472

小泉秀雄（1921）

日本南アルプス遺存寒地帯一植物地理学上によりみ
那須孝悌

た礒ホ氷河問題の解案．

（1972）

第四紀の日本列島生物相．

生物科学．24，1〜10．
鈴木敬治

史蹟名勝天然記念物調査報告第6集。
小林国央・百瀬寛〜・山田哲雄（1959）

岩石磁気による諏訪湖周辺の鮮薪世火山岩類の研

（1970）

八が益および周辺地域に孤立分布する針葉樹種．
第24回地団研総会討論資料集。74〜76．

究．

地質学雑誌．65，453〜

．

Kobayas鼓i．Kunio（1965）

集水域の土壌

556，51：55f．7963L4

1）roblerns

of

Laもe

Pleistocene

Japa盆α965：】Boul（ier，

岩佐

安（1962）

諏訪湖岸平野の土壌について．

ペドロジスL17〜22，
菅野一良β

（1962）

長野県霧が峰の土壕i型

The

Ris￡ory

Colorado）．

7出INQUA．367〜391．

中島盛男

（1938）

立科山亀甲池の亀甲形の礫堆に就て．

地学雑誌358，91〜94．

of

Cen之ra玉
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諏訪湖とその輿水域における睦水学，生物学および地質学の文献自録と研究小史

集水域の岩石学

556．51：552

菊地

徹

（1948）

長：野県諏訪鉄山の含水燐酸鉱鉱床調査報告．
地調速報．60，墨〜12．

佐藤伝蔵（1924）

Moriね．

信娼諏訪の鳴鉢石．
地質学雑誌，31，263．

of

佐藤伝蔵（1924）

Y．（1955）

1）圭stribution
the

of

coPPer

J．Eart｝｝Sc呈．

下諏訪の六万石．

a益d

zinc

in

vario犠s

p難ases

ear亡h磁ater重a至s．

Nagoya

Univ．3，

（1），33〜57．

地質学雑誌．31，319．
集水域の天然ガス

益富寿之助（1955）

556．51：553．981

原色岩石図鑑．1〜238．保育社．

不明（1917）

佐藤伝蔵（1929）

諏訪の杏仁状空隙中の角閃石．

諏訪湖附近における天然瓦期の利用．

地質学雑誌，

地質学雑誌．

36，

673．

24，

849〜

．

本島公司。他（ユ955）

集水域の鉱床学

556．51553

長野漿岡谷蒲天然ガス試堀井調査報告．
Sci．

Rep。

Tokyo

Bur｝rika王）aigak縫C6，425−432。

（菓貫文理科大学研究報告）

圏立公園協会（1954）

本島公司α958）

防本鉱床誌．

諏訪ガス田．

八木貞助（1923）

漏出鉱物誌古今書院．

臼本鉱産誌。355〜361．
本島公司（1958）

鹿間時夫（1951）
南面の鉱物．

長野県諏訪湖付近の天然ガス．

長野県の地学．1，100〜121．

長i野県の地学．3，153〜167。

聾黛藤雄六

（1953）

集水域の陸上生物

諏訪の鉱物．

556．51：577．476

長野県の地学．2，119〜128．
五味

篤

集水域の三層湿原と植物

（1973）

556．51

551．312．2牽58

諏訪地方の鉱産物．

清陵高校校友会誌．96〜112．
？軍f野義ネし

本邦産破璃質岩石の研究．

神津面忘・竹内常磁・大森啓一。加藤磐雄（1％0）
和瞬出産柘榴石の研究（1）
24，

（5＞，

201〜228．

神津淑祐・河野義礼・八木健三α9藪）
1和田峠産柘榴石の研究（II）
岩鉱．

25，

（1），

1〜12．

1，

（1），

79〜

．

霧ケ峰高層湿原．
史蹟名勝天然記念物調査門外（長野県）．15，121〜

．

中野治房（1937）

霧ケ峰湿原調査報告．天然記念物調査報告．
植物の部（文部省）。打，63〜
五味新平

．

（1953）

霧ケ蜂高層湿原について．

八木貞助（1946）

信濃の地階資源

μ」岳」．

河野齢蔵（1934）

論調報告。134，29．

岩心．

久保欄干村舎（1906）
女子霧が峰登山記．

（1950）

信濃毎B新聞社．

信濃教育．

804，

43〜

．

小林茂樹（1963）

佐藤伝蔵（1925）
諏訪の鉄鉱．

下諏訪町の地誌「下諏訪町誌」，上巻．駐〜217．甲

地質学雑誌．32，258〜263．

賜書房．

ゴヒ原Jll嚢一

僑二階三物会

（1949）

長野察諏訪鉄山鉱床の地球化学的研究．
岩鉱．

33，

（1），

18〜26．

（1967）

霧ケ峰．

信濃の麹然シリーズ．3．信濃生物会．

74

倉沢秀爽・韻中邦雄・沖野外山炎・林

羅瀬ケ原湿原：の植物生態学的研究．尾瀬ケ原．

牛山正雄（1968）

（尾瀬ケ下総舎学術調査圃研究報告）．313〜400．

霧ケ峰の高層湿原．

日本の文化地理

静岡・山梨。長野．1〜315．講談

草原の生態．1〜172．共立出版．

林一六（1970）

添田正次・飛田広（1941）
霧ケ峰の植物，1〜296．厚生閣

霧ケ峰湿原の保護について．

長野県自然保護の会ニュース．2．

矢野懐道。布施みち子・鬼頭英子（1971）

桜井蕃雄（1973）

霧ケ峰の高層湿原および池沼の保護の方策につい

霧ケ蜂の植物．第一部．霧ケ蜂の植生．1〜59．第
二部．霧ケ峰の植物目録．1〜81．諏訪市教育委員

て．

会．

霧ケ蜂の陸水．39〜44．
正一

飛田広（1934）

（1938）

信越八島ケ原高層湿原の花粉分布の研究．

霧ケ峰植物分類目録並に分布蓑に就き，

礒塞生物地理学会会報

史蹟名勝天然記念物調査報告（長野県）．15，121〜

8，（9），133〜

．

飛濁

堀正一（1940）

1E一

8，（5＞，844〜

長野県諏訪中学校校：友会誌1939年．

．

松覆行雄G96め

（1973）

尾瀬の湿原をさぐる一そのおいたちと植物．1
〜213．

．

広（1939）

霧ケ峰植物分類題録並に分布表について．

信州踊場湿原の花粉分析の研究．
植物及動物
堀

日本学術振興会．

岩城英失（1971）

社．

堀

秀剛

ミズゴケ属の植生．

信州大学教育学部松本分校科学教育研究報告．13．

築地讃館．

松瞬行雄（1962）

桜井善雄
霧ケ峰の高層湿原及陸水に関する文献饅録．

長野票におけるSphagnumの分布と湿原の植生．

霧ケ峰の陸水．93〜96．長野県．

長野県学校科学教師奨励基金レポート．2。

盲青陵高等学校生物音i

鈴木兵工・松田行雄（1962）

（1950）

霧ケ峰八島ケ原における動植物生態の研究．
児童生徒理科研究集録ウ（諏訪教育会），1．
r戸野治房

33，

（1973）

長野県産ミズゴケ類（Spagnales）の分獅並びに分

（1919）

浮島の生態学的研究．
植物学奈総誌．

諏訪地方のミズゴケ相と湿原の比較、植物地理．2Q．
松錘三冠友饒

（389），

類．
87〜

長野県植物研究誌会誌，6，53〜．．

．

中野治房（1919）
浮島の生態学的研究．
植物学雑誌。

33，

（390），

集水域の陸上植物
119〜

中野治房（1919）

諏訪の自然誌，植物編．1〜692．諏訪教育会

植物学雑誌．33，（391），147〜

．

諏訪教育委員会

中野治房（191エ）

（1980）

諏訪畜の文化財，1〜224．諏訪市教育委員会．

八島湿原の植物生態。
3，

諏訪漫言炎会
（9＞．

史蹟名勝天然記念物．14，（6），356〜

千野光茂（1924）

長野県史蹟名勝天然記念物調査報告書．第2集，長
．

中野治房（1944）

野県．

小林寛義・市狽健夫（1976）

草原の研究．

ふるさと地理誌．風切，1〜140．信濃毎戸新聞社．

高層湿原群落．57〜66，岩波書店．

宝月欣二・甫村俊英・堀

（1978）

諏訪史蹟要項．全24巻（1950〜1978）．

中野治房（1939）
霧ケ峰草原と高層湿原と1こ就て．

美・小野

58

諏訪の自然誌編集委員会（1981）

浮島の生態学的研究．

史蹟名1勝｝天然言己念物．

556。51

．

正一・大島康行。笠永博

和。高睡和男（195㊨

小林茂樹（1977）

諏訪の風土と生活，1〜358．オノウエ印刷，下諏訪
町．

諏訪湖とその簗水域における陵水学，生物学および地質学の文献昌録と研究小史

了菅，踊健央

75

究1．縞枯山の植生の予備調査．

（1966）

高冷地の地理学．風切，1〜145．冷文社，東京．
長野県史刊行会（1975）

長野県史近世史料編，第3巻．諏訪地方，長野県．

植物学雑誌．71，289〜301．
岩城英夫・芦塚

績

（1959）

縞枯山の植生についての生態学ならびに生理学的研
究II．八ケ岳・秩父の半月形縞枯について．

集水域の植物生態

556．51：58L5

植物学雑誌72，255〜260．
黒岩澄雄・・他（1959）

縞枯山の植生についての生態学ならびに生理学的研

渡辺弘之（1979）

登山者のための生態学，1〜226．山と漢谷社．

植物学雑誌72，413〜420．

中野治房（1933）

植物生理及生態学実験法，1〜208，裳華房．
飛錘ヨ

広

究1賎．

黒岩澄雄。他（1960）

縞三山の植生についての生態学ならびに生理学的研

（1934）

窟幣大社諏訪神社，上社社叢．
信濃教育．571．36〜62．
吉野みどり（1973）

究Iv．

植物学雑誌．73，133〜141。
黒岩澄雄・他（1960）

亜高山帯における造林と局地気候．

縞枯ぬの植生についての生態学ならびに生理学的研

法大気象研究．13，46〜50．

究V．

只木良也

（1980）

植物学雑誌73，165〜174．

諏訪湖集水域における葉量推定と葉量分布図．

諏訪湖集水域生態系研究．5，1〜18。
佐治秀太郎（1930）

栗賛評

勲

26，

10〜22．

（1963）

南アルプス山系の森林植物生態学的研究．

長野林友。7月号
佐々木好之編（1973）

植物筏会学．生態学講座．第8巻，1〜143．共：立出
霞霞

眞

究靱．

植物学雑誌．82，6〜19。
島律

昭

（1959）

八ケ岳亜高山樹林の縞枯の成因．1．その分有と車

翼

高橋基生（1962）

縞枯現象の誘困を解明すべき実験生態学的モデル実

（1977）

四季の森林．地人轡館．
亨召田

木村 允・他G969）
縞群山の植生についての生態学ならびに生理学的研

お茶の水女子大学自然科学報告，10，69〜63．

（1972）

植物たちの生，1〜234．岩波霧店．
7召田

植物学雑誌．81，287〜296．

越風との関係。

版．
〜召E廻

允。他（1968）

縞枯山の植生についての生態学ならびに生理学的研
輝輝．

八ケ岳の天然生林に於ける観察．
御率斗林．

木村

（1977）

験．

田本植物学会第27回研究発袈記録，126．

植物生態学講座．4．朝倉書店．

中原孫吉・岡田悠一（1967）
北八ケ岳地域の局地風特にしまがれ現象の考察．

集水域の縞枯現象

556．51：581．526．42：581．149．

チ葉大学園芸学部学術報告．15，
上下B茂春

砂原英治・大久保寛一（1932）
縞柚山について．

御料林．55，67〜89．

五味新平・勝野安信・今井建樹G954）
八ケ岳連蜂における縞桔現象調査記．
採集と飼育。18，66〜72．
大島康行・他（1958）

縞枯山の植生についての生態学ならびに生理学照射

（三970）

北八ケ屠の地形と縞枯れについて．
法大気修ミ研究．

5，

嘆2〜44。

吉野みどり（1970）

臼本の亜高山帯林におけるしまがれ現象の分布と成
因について．
法政大学気修ミ学研究．

5，

33〜41．

甲斐啓子（1971）

亜高山帯林の縞枯現象について。

倉沢秀夫・繍中邦遜・沖野外晴海・抹

76

法政大学文学部地理学科，卒業論文．
甲斐啓子

関東地方，中部地方における亜高山帯林のしまがれ
現象に関する若干の考察。

地理学評論．47，709〜716．

経本生態学会第15曝大会講演集．
信州植生研：グループ（1971）
長：野県の植生．長：野県．

横内

（1971）

鹿本の亜高山帯林における縞桔現象の考察
法政大学昭和菊年度卒業論文，174．
沢井忠雄

信州緯生研グループ（1968）
長野県の主な自然植生．

（1971）

内藤峰央

秀鰯

斎（1971）

長野県の櫃物．信教出版．

儒州植生研グループα972）
長野県一郷土のみどりのようす．長野県．

（1．973）

即興成因に関する研究史．

信州植生研グループ（1966）
長野県における植生の研究。

長野林支．4月号．

澱本生態学会第13園大会講演集．

吉野みどり（1974）

臼本の亜高山帯林におけるしまがれ現象の分布．

今西錦司博土古稀記念論文集中央公論社．

横内

斎（1976）

長野県植物分布の由来．信教出版部．
三三沢勝衛

集水域の草原，森林の生態556．51：58L526．42

八ケ岳火山山麓の景観型．
宮脇

581．149

（1929）

昭

編（1967）

日本の植生．
甲斐啓子

原色現代科学大事典．3．植物．学研．

（1977）

偏形樹から推定した卓越風向による本州山地の地域
地理学評露命．

50，

45〜53．

徹（1975）

倉田悟・浜谷稔夫（1976）
録本線樹木分布図集．

長野県林務部（1978）

罠有地適木調査．第16報：諏訪地区．

長野県植生図作製調査団（1973）

長野県の植生図．第1集．長野県．

三沢勝衛（1930）

八ケ岳火山ll麓の防風林について．

長野梁柾医生図f／F三十調査団

（1974）

長野県の植生図．第2集．長野県．

信濃山林会報．46，

長野県植生図作製調査団（1975）

諏訪教育会G956）

長野県の植生図，第3集．長野県．・

防風林．

諏訪史．4巻．378〜．諏訪教育会．諏訪．

長野県植生図作製調査図（1976）

長野県の植生図．第4集．長野県．

（1960）

亜高山帯付近における風の気候景観とそれによる小

長里チ県植生図fノ瑞西調「1築団

（1979）

長野県の境野植生．長野県，

気候調査．

：爽京教育大学地理学研究報告。4，87〜106．
浅田節央。赤井龍男（1963）

亜高山帯の森林の取扱いについて一特にシラベの林
分生産力と天然更新一．
長墾予林友．

柴田

眞・岩瀬

図説日本の植生．朝倉書店．

区分．

三野正敏

沼田

7月等号．

宮註務

昭

（1977）

長野県の潜在自然櫃生図．第1集．長：野県．
清水建美（1971）
石灰岩と植物。
；．Lヨと奮財物痴菖．16，（3），

2〜4．

治（1980）

八ケ岳亜高山帯草原の現存量．

集水域の植物分類

556．51：582

諏訪湖集水域生態系研究．5，17〜20．
大井次三郎（1965）

集水域の植生，分布

556．51：581．9

勘本植物誌，1〜16餌。至文堂．
堀田

宮脇

昭

編

（1977）

臼本の植生．学習研究社．

満

（1974）

日本列島の植物．保育社：．

奥山春季（1974）
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薬になる植物．保育社．

ヨ本植物ハンドブック．八坂書房．

儒濃生薬研究会（1979）

矢沢米三郎・他（1907）

信殉の薬草。1〜256．信濃毎瞬新聞社．

八ケ岳の植物．

武門久吉G9磁）

僧濃三物学会誌．26，
横内

霞本門由植物図鑑．1〜262．北隆館．

斎（1955）

八ケ岳火入彙の植物．蓼科山の植物．

清水建美（王973）

山の植物．1。1〜蔦1．保育社。

局報24弩，長野林友．11，
」二条行雄

清水建美（1973）

（1961）

山の植物．夏L

釜無山の植物．

長野林友．12．長野営林局．

原色日本函類図鑑．1〜270．保育社，

矢野悟道。他3名（197D
霧ケ峰の植物．諏訪市教育委員会．

1〜151．保育社．

今関六也・本郷次雄（1968）
清水大典（197三）

きのこ全科．家の光協会．

山崎林治・他4名（1967）

矢頭献一（1964）

霧ケ峰．信濃生物会．

図説樹木学針葉樹編．朝倉書店．

蜜士見町教育委員会（1979）
富士見町の植物．富士見町．

横内

斎。横内文人・飯沼冬彦（1966）

ヤツガタケトウヒの研究．

杉本順一（1966）

長野票の植物総州録全．

長野林友．

20〜30．

鈴木貞雄（1978）

長野林友．

日本タケ科植物総山録学習研究社．

笠原安央（1975）

山本雑草図説。養賢堂．
奥原弘人・田中豊雄（1978）

長野県野草図鑑（上）．1〜30G．信農毎ヨ新聞社．
奥義弘人。回忌豊雄（1978）

前」鱒文夫

（1971）

原色臼：本のラン．誠文堂新光社．

浜

栄助（1975）

原色鷺本のスミレ．誠文堂新光社．

長野県野草図鑑（下）．1〜300。信濃毎陰新聞社．
佐野

泰・畠中豊雄（1980）

集水域の陸上動物

556．51：59

長野県園芸槌物高話（草花編）．1〜300．信濃毎昌
諏訪の自然誌編集委員会（1978）

新聞社．

亀山

章。田中豊雄（1980）

長野祭圏芸植物図鑑（庭木編）．1〜300．燈濃毎田

動物生態学．H．生態系の機能一その動的把握329

新聞社。

林

諏訪の自然誌・動物編。1〜602．諏訪教育会．
北沢右三（1961）
〜372。

弥栄（1969）

有用樹木図説．誠文堂新光社．
矢頭献一・岩睡和治（1966）
図説樹木学落葉広葉樹篇．朝倉書店。
輿原弘人・田中豊雄（1979）
長；野県樹木図鑑．1〜300．信濃毎臼新聞社。
1，

帰化動物の生態学．162〜165．講談社．

斎藤

晋・寺磁美奈子・藤山静雄（1980）

諏訪湖集水域のミズナラ林，カラマツ林およびオオ
シラビソーシラピソ林における大型土壌動物の密度
と境町量，群集構成．

山と渓谷社（1967）
カラー山の；花．

朝野書店．

宮下和嘉（1977）

1〜200．

山と渓谷社（1967）

カラー山の花．II，1〜199．
辺見金三郎（1977）

諏訪湖集水域生態系研究．5，21〜37。
斎藤

藩・寺廼美奈子・藤由静雄（1980）

森林における大型土壌動物の密度と現存量．
諏訪湖集水域生態系研究．（資料2）．4，116〜155．

食べられる野草．保育社．

長沢

武・河原

勲。田中豊雄（1979）

集水域の動物の分類と生態

556。51：592十59L5

長野県山菜。きのこ図鑑．1〜300．信濃毎日新聞社．
難波慎雄・久保道徳（1972）

諏訪の自然誌，動物編編集委員会（1978）
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秀矧

諏訪地方動物目録．

諏訪の自然誌・動物編579〜594．諏訪教育会。
諏訪教育会動物委員会（1970）

諏訪地方における無脊推動物相について．第玉報．
7，

金子光司（1918）
信州の蜘蛛類．

信濃教育。384．
小松敏宏（1936）

104〜14〈婁．

長野県塵蜘蛛類の研究．

澁のエゴ調査委員会（1973）
渋のエゴ調査報告書．87〜129．諏訪教育会．
諏訪教育会動物委員会（1966）

｛言質教育。

596，

7〜17．

新海栄一（1967）

諏訪地方における動物の生態および生物地理学的研

八ケ岳の真正蜘蛛類．

究。第1報．霧ケ峰における無脊椎動物相について．

ATYPUS．44，25〜28．東亜蜘蛛学会．

二言方教育会研究条己要，

6，

93〜111．

野戸章（1966）
八ケ岳のクモ

集水域の貝類

556．51：594

ATYPUS

41〜42．69〜74．東亜蜘蛛学会．

八木沼健夫（1968）
波部忠重●ノ」＼肇筆貞男

（1967）

貝．保育社，
黒田徳米

新海栄一（1976）

（1963）

日本非海産員類目録．日本貝類学会．
吉良哲男

原色Ei角貝類図鑑．1〜312．保育社．
学研中高生図鑑，貝

嚢。学習研究社．

ちりぼたん．8，（6），130〜131．

Japan．

o｛Japan，

theirもaxonomy，

chro韮ogy

eco藍ogy．

Society

of

East

As童a．

千国安之輔・八木沼興野（1976）
オスクロハエトリとヤハズハエトリ．

英（1964）

ATYPUS．67，33〜34．東藪蜘蛛学会．

長野県陸産貝類．
告良竜夫

of

Tukasa（1961）

spiders

Arachno聖og圭cal

長野県工面採集報告．
丸山

Cape
and

（1975）

Sp呈ders

大阪市立大学紀要．11．
Komatsu，

（1975）

彬

大井良次（1960）
Li籍yphiid

波部忠重（1961）

；ヌLl⊥1

唐網性クモ類の系統について．

ATYPUS．66，東亜蜘蛛学会．

（1959）

原色田本貝類図鑑．1〜330．保育社．

波部二重

原色預本蜘蛛類大図鑑（増補改訂版）。1〜280，保
育社．

（19壊9）

臼本におけるキセルガイの分布型．

集水域の毘虫類と生態

556．51：595．7十59L5

夢蛤．45，
ノ」、池

ちりぼたん（1973）

雑録，キセルガイ各部の名称．
ちりぼたん．7，（6）．

充

（1972）

皮露炎の原因となる昆虫．
朝ま＝ヒ奈1E二三1β．他

（1967）

原色昆虫大図鑑．1，夏1，III．畔引館．

前躍和俊（1972）
キセルガイ科資料（め．

やまきさご．8〜13．

信州昆虫学会（1980）

長野県昆虫図鑑（上）．1〜300．信濃毎日新聞社．
信州昆虫学会（1980）

集水域の扁形動物

556．51：595．12

長野県昆虫図鑑（下）．1〜300．信濃毎日新聞社．
小林正明（1966）

赤羽啓栄・原田行雄・大島智夫G971）
肝蛭症の予防に関する研究．
寄生虫学雑誌20，（1），72〜80．

信州にすむ直翅国の生態学的研究②．

長野県学校科学奨励金レポート．6，265〜266．
ノ」＼林1i三q∫ヨ

（1965）

諏訪地方直翅騒とその食物についての研究。
集水域のクモ類と生態

556．51：595．4＋591．5

長野県学校科学奨励金レポート．5，305〜307。
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ノ」、池

小林正明（1967）

充

（1976）

諏訪地方の半群．

八ケ岳高山性趨翅国．

長野県学校科学奨励金レポート．7，230〜232．

諏訪教育会研究紀要．11，22〜34．
依田俊幸（1973）

小林正明（1969）

ヤブキリ鳴音の変異について．

麦草峠の蛾

長野県学校科学奨励金レポート．9，205〜206．

諏訪教育会研究紀要．9，95〜97．

！」、林正明

伊藤正腸・他8名（1969）

（1970）

ヤブキリ鳴音変異．

蛾の研究．

ニューインセクト．14，（3），1〜圭0．

諏訪清里高校生物研究．11，11〜23．
諏訪清陵高校生物クラブ（1966）

小林正明（1975）
長野県の秋に鳴く虫．

諏訪郡における蛾の分布．

ニューインセクト。19，（3），21〜30．

生物研究．

小林正明（196の

ノ」＼池

8，（2の，

（1962）

ドクガの研究，

直三農についての信州の方言．
ニューインセクト．

2王〜73．

充

1〜8．

信州昆虫学会（1977）

長野嬢のトンボ．信濃教育出版部．
両角徹郎（1962）

北八ケ昏におけるトンボ類の分布について．

諏訪教育会研究紀要．6，115〜117．
曽根原今人（1966）
白樺湖の蜻蛉類記録．

TOMBO．10，（1〜嘆），10。
嘗根原今人（1967）

トラフトンボ属蜻蛉の生活史一特に八ケ雷山系にお

採集と飼育．

7，42〜43．

小池充（1962）
ドクガの研究．

採集と飼育．8，32〜33．
づ、池

充

（1963）

モンシロドクガの研究．

採集と飼育。9，32〜37．
ノ」、池

充

（1967）

テングイラガに寄生するコマユバチに関する研究．
1。形態および生態．
New．

E溢omology．16，2〜6．

ける昏睡トラフトンボについて一．

TOMBO．10，2〜13．
篠薮ヨ昇三三

原色臼本昆虫生態図鑑（IDンボ編）．1〜342．保
育社．
三輪ヨ

556．51：595．789十59L5

新村太朗（1940）

信濃の蝶
稔

（1971）

セミの生活を調べる．

長野県生物研究談話会．6〜10。
今福伸一・飽（1903）
長野県の鞘翅鼠（甲虫）．（1）〜㈲．
儒少珂教育．

921〜925．

鈴木邦雄（ユ965）

霧ケ峰のハムシ．
New

集水域の蝶類と生態

（1969）

Eentomology．14，（6），1〜6。

千野光茂（1918）

テントウムシの変異に関する研究．
信濃教育．

384．

内川公人（1967）

八ケ｛叡こおけるノミの生態学的研究．i。運高山帯
森林帯の小哺乳類に見出されたノミについて．
霞本生態学会誌，17，（2），43〜49．

儒濃教育．

649，

33〜03．

諏訪三友会。松本むしの会（1971）
長野県中部産蝶類の既知異常型鶴録（第2報）．
Rew￡塗to憩ology．20，4〜6。
金井響町（1892）

諏訪郡の蝶類及其の明治84年に於ける発生季節蓑解
説．

動物学雑誌．4．
北沢右三・北沢冬来（1935）
長：野県諏訪郡における蝶類の研究．

諏訪中学校学友会誌．2〜4。
本瞬吉男・平出久夫・牧内

博G975）

諏訪における蝶相．

自然研究紀要．11．諏訪教育会。
本日臼吉男

（1973）

諏訪地方平坦地区（四賀，赤沼〜飯島）の蝶相．
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倉沢秀爽・田中邦雄・沖野外輝夫・林 秀則

自然研究紀要．10，諏訪教育会．

信濃の蝶．II．アゲハチョウ科，シロチョウ科。

諏訪教育会動物委員会（1973）

信州野虫学会．

1．諏訪地方に於ける無脊椎動物相について．IL
諏訪地方平塩地区の蝶相，庶諏訪における生態
諏訪教育会研究牽己要。
浜

栄一

10，

45〜52．

（1950）

版部．
ノ」・・池

長野県学生科学適作晶展覧会報告．IIL
（1933）

三三三鞭酒

6，

日ヨ中一男

（1955）

採集と飼育．11，337〜338．

等質充久・他7名（1971）

甲陽書房．

蝶に寄生する昆虫．

（1971）

諏訪清陵高校生物研究．13，39〜42．

富士見高原の蝶．

青沼宏深・片倉鉦文・中島

自然研究紀要．8，63〜70．諏訪教育会．
浜

充

入笠田コヒオドシの観察

（1962）

3，

（1955）

ヒメギフチョウの観察。
ノ」、池

1〜7．

蓼科蕩原の蝶類．
謬置訪．

充

採集と飼＝育．11，10〜12．

下諏訪の蝶類．
信濃教育。

稔。水上英男

ギフチョウとヒメギフチョウ．1〜95．僑濃教育餓

（1965）

岡谷市付近の蝶．
淳

儒濃の蝶鑛．シジミチョウ科，ウラギンシジミ科．
信州昆虫学会．

（1964）

信濃蝶類同好会会誌．2，（2）。

糸田野

（1976）

藤沢正平・木下睦美・北村文治・倉田

諏訪郡内蝶類月録．
宮坂竜二二

信頻悪玉≡甦虫学会

栄一（1949）・

茂（1972）

蝶に寄生する昆虫．

諏訪清陵高校生物研究．14，40〜42。

最近の諏訪郡内蝶類分布を見る。

諏訪蝶類同好会誌．1，（1），1〜6．
茅野

横河川上流の蝶類分布図．
諏訪蝶類岡好会会誌。

1，

（2），

醐田弥一郷〜

68〜69。

本陣吉雄（1975）

556．511597．8

自然研究紀要．8〜11（1971〜1975）諏訪教育会。

浜栄一（1958）
HAS1｛蝶類同好会誌．2，（1），4〜13．
（1966）

（1971）

蛙学．1〜250，裳同房．
種村ひろし（1967）
松井孝爾（1976）
カエルの世界．平凡社．
諏訪教育会

南方系蝶類の越冬状態の調査に関連して，くもまつ
まき．

（1973）

渋のエゴ調査報告書．107〜109．
諏訪教育会（1974）

信ジ鱈昆虫学．
三三石弾弥

衛

製本の蛙．誠文堂新光社．

常風向と蝶の移動は関係があるか．
栄一

（1950）

礒本の動物両生類，爬虫類。日塞出版社．
市ノll

諏訪における蝶の生態．

浜

集水域の両生類

実（1949）

王1，

1〜5，

（1976）

ミヤマシロチョウの各生活期鋼生存率について。
昆葺ミと自然．11，（4），16〜18．

青沼宏深・他9名（1973）
八ケ岳に於けるミヤマシロチョウの生態．
諏訪清陵高校生物研究．15，27〜29．
信州昆虫学会（1971）

信濃の蝶。1．セセリチョウ科。
儒州昆虫学会．
信タ樋昆虫学会

（1973）

諏訪地方の爾生類．

自然研究紀要。10，騒〜57．
中村健児・上野俊一（1963）
原色B本両生爬虫図鑑．1〜268，保育社：．
種村ひろし（1974）

カエルのたんじょう．あかね書房。
種村ひろし（1972）

モリアオガエルの谷学習研究社．
宮下忠義（1940）

野底山を中心とするモリアオガエルの研究．
儒濃教育．

644．
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宮尾嶽雄

Univ．14，29〜50．

（1956）

ハコネサンショウウオのAIIom就rlc

Growth．
集水域の鳥類生態

医学と生物学．204〜205．
集水域の鳥類分類

浦本畠兼己

556．51：598．2

556。51598．2十591．5

（ig66）

鳥類の生活，紀伊岡屋書店．
黒鶏長久（1967）

清棲幸保（1970）

鳥類の研究一生態一，新思潮社．

日本の野鳥（2）．山と渓谷社．
／」、平万栄

鷲沢澄雄（1975）

（1970）
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