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�
�� 高棹琢馬�椎葉充晴� 河川流域の地形構造を考慮した出水系モデルに関する研究� 土

木学会論文集�第 
��号� ��� ����
� ��	��

���� 高棹琢馬� 池淵周一� 分布型線形応答モデルによる長期流出予測� 第 
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� 高棹琢馬�池淵周一�椎葉充晴� 河道網構造を考慮した河川流域の出水解析に関する

研究� 京都大学防災研究所年報�第 
�号 .�
� ��� ������� ��		�

���� 高棹琢馬�池淵周一� 水の需給構造に関するシステムダイナミックス論的研究� 土木

学会論文集�第 
�号� ��� �	�� ��		�

���� 高棹琢馬�池淵周一�小尻利治� ダム群制御システムにおける分割化基準と河道流下

の非線形� 京都大学防災研究所年報�第 
�号 .�
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���� 高棹琢馬� 池淵周一� 小尻利治� 濁質水を考慮したダム制御に関する一考察� 京都大

学防災研究所年報�第 

号 .�
� ��� ��	��	�� ��	��

���� 高棹琢馬�池淵周一� 洪水の時空間生起確率算定法とその治水計画への適用� 京都大

学防災研究所年報�第 
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���� 高棹琢馬� 池淵周一� 小尻利治� 治水利水を包含した貯水池操作に関する一考察� 京

都大学防災研究所年報�第 
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��	� 高棹琢馬�池淵周一� エントロピー的にみた降雨流出変換特性とそのモデル化� 京都

大学防災研究所年報�第 
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���� 高棹琢馬� 池淵周一� 小尻利治� ダム貯水池の多目的多期間操作� 自然災害シンポジ
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��� 高棹琢馬� 池淵周一� 小尻利治� 入力の確率分布特性を考慮したダム貯水池操作� 京

都大学防災研究所年報�第 
�号 .�
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� 高棹琢馬� 椎葉充晴� 7��!(���" 9�-! 法への集水効果の導入� 京都大学防災研究所
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��� 高棹琢馬�池淵周一�寒川典昭� エントロピーモデルに関する２，３の考察� 京都大学
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�	� 高棹琢馬� 池淵周一� 小尻利治� 水系一貫した治水計画の策定に関する研究� 京都大

学防災研究所年報�第 
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��� 高棹琢馬� 椎葉充晴� 宝馨� 貯留モデルによる実時間流出予測に関する基礎的研究�

京都大学防災研究所年報�第 
号 .�
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�

��� 高棹琢馬�椎葉充晴�宝馨� 洪水流出の確率予測におけるモデルと手法� 第 ��回自然

災害科学総合シンポジウム� ��� ������ ���
�

���� 高棹琢馬� 椎葉充晴� 宝馨� 集中型流出モデルの構成と流出予測手法� 京都大学防災

研究所年報�第 
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���� 高棹琢馬�池淵周一�小尻利治� ダム貯水池における利水時のオンライン・リアルタ

イム操作� 第 
�回水理講演会論文集� ��� �	����� ���
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� 高棹琢馬�池淵周一�小尻利治� システム論的に見たダム貯水池群の最適操作とその
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���� 高棹琢馬� 椎葉充晴� 宝馨� 流域地形効果を導入した雨水流モデル� 水資源研究セン
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���� 高棹琢馬� 椎葉充晴� 地形パターン関数を導入した洪水流出モデル� 第 
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