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海域締切り工事における流れの数値解析と施工検討 平岡　順次，　澄川　健，　中下　明 519-524

振動流中に置かれた円柱の渦励振動量について
林　建二郎，　田中　克也，　重村
利幸，　藤間　功司
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得三
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透過性構造物による波浪変形実験におけるレイノルズ数の影響 井田　康夫，　小林　悟，　萩原　照 537-542

砕波帯内の鉛直循環流場の数値シミュレーションに関する研究
黒岩　正光，　野田　英明，　芳地
康征
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消波ブロック被覆型有孔堤の耐波設計法
山本　泰司，　木村　克俊，　谷野
賢二，　明田　定満，　竹田　義則，
関口　浩二

549-554

消波工を有する緩傾斜埋立護岸の越波特性に関する実験的研究（その２）
片平　和夫，　笹田　彰，　中井
章，　森川　高徳

555-560

波による消波ブロックの振動に関する実験的研究 伊藤　政博 561-566

半円型消波ケーソンに作用する衝撃砕波圧について
多田　二三男，　木村　晃，　平田
建人

567-572

消波型高基混成堤の越波特性
高橋　重雄，　下迫　健一郎，　斉
藤　祐一，　三浦　裕信，　萎　閏求
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防波堤堤体の設計における不確定要因が被災遭遇確率に及ぼす影響
河合　弘泰，　平石　哲也，　関本
恒浩
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二重堤の越波流量算定法について
山本　泰司，　水野　雄三，　鈴木
孝信，　笹島　隆彦，　松本　英明，
桑原　幸司

585-590

波浪侵入抑止ゲートの開発
加藤　雅也，　村田　優，　塚田　景
一，　小田　健次，　渡会　英明

591-596

スラミング現象を利用した浮体式反射波低減工について 中村　孝幸，　矢原　崇光，　河野 597-602
波浪制御に及ぽす薄鉛直堤周りの波流れに関する実験的研究 落合　実，　遠藤　茂勝 603-608

防波堤整傭による長周期波抑止方策の検討
國田　淳，　渥美　洋一，　石澤　健
志，　関口　信一郎，　木村　克俊，
平石　哲也，　川口　勉
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筒井　勝治，　北野　正夫，　八木
典昭，　目見田　哲，　殿最　浩司

615-619

駿河海岸の侵食に伴う藤守・栃山川河口部の地形変化と新河口処理方式の提 宇多　高明，　小菅　晋，　松田　勝 621-626
沿岸漂砂の卓越する海岸における暗渠型放水路吐口の設計上の留意点 宇多　高明 627-632
フロリダの海岸現地踏査 宇多　高明，　山本　吉道 633-637
非対称河口砂州の形成に関する実態論的研究 －安倍川河口を例として－ 宇多　高明，　小菅　晋 639-644
空中写真から判読される湘南・西湘海岸の海岸特性 宇多　高明，　加藤　憲一，　山形 645-650

波の遮蔽構造物建設に伴う周辺海岸の人工海岸化の原因とその防止策
宇多　高明，　芹沢　真澄，　三波
俊郎，　古池　鋼，　神田　康嗣

651-656

ポケットビーチの海浜形状に関する現地調査 奥薗　英明，　得丸　八郎 657-662
海岸保全施設の改良・更新の実態及び事例解析 横田　弘，　松渕　知 663-668
青森県脇野沢村鯛島海津の崩落防止対策工の検討 原　文宏，　森山　修一 669-673
海浜変形の実態調査と予測について 高橋　耕平，　坂本　容，　安部　鐘 675-680
河口砂州周辺の海水侵食 井藤　由親，　真野　明 681-385

ポケットビーチ型海浜の創生
阪東　浩造，　秋山　真吾，　林　文
慶，　松岡　英延，　福田　成男

687-692

アマモ場造成による生態系修復技術に関する研究
松原　雄平，　野田　英明，　依藤
正典，　中谷　英明

693-698

振動流中のエゾバフンウニ稚仔の行動と墓質形状に関する一考察
町口　裕二，　山下　卓也，　阿久
津　孝夫，　山下　俊彦，　南村　尚
昭，　谷野　賢二

699-704

人工リーフにおける付着生物群集の形成過程
星野　敏夫，　猿田　和博，　大谷
靖郎，　橋本　新

705-709

開放性砂浜海岸の港湾周辺域におけるウバガイ分布特性と物理環境に関する
研究

渥美　洋一，　石澤　健志，　國田
淳，　谷野　賢二，　明田　定満，
鳴海　日出人，　中村　義治，　山
下　俊彦

711-716

北部九州の自然海岸地区における空気中海塩粒子の分布に関する計測調査 片山　正敏 717-722

開放性砂丘沿岸域における飛来塩分分布特性に関する現地観測と数値計算に
よる検討

渥美　洋一，　若山　義樹，　國田
淳，　関口　信一郎，　佐藤　勝春，
宮川　譲治

723-728

漁村における生態系保全と環境社会システムの構造について -北海道羅臼町を
事例として-

児玉　いずみ，　小山　康吉，　長
野　章，　木田　三次

729-734



アサリ標識放流試験による環境評価手法の開発
越川　義功，　萩原　清司，　柵瀬
信夫

735-740

外海に面した中規模海水浴場の波と流れに関する調査事例
高橋　重雄，　鈴木　高二朗，　岡
村　知光，　三浦　裕信，　坂本　峻
二，　小林　雅彦

741-746

石炭灰を利用した人工湧昇流漁場の造成 鈴木　達雄，　高橋　正征 747-752

生物との共生をめざした人エタイドプールの造成試案
井上　雅夫，　島田　広昭，　柄谷
友香，　鉄川　精

753-758

漂砂制御用人工海藻繊維の開発
坂田　則彦，　太田黒　誠，　畑
実，　林　秀郎，　小田　一紀，　伊

759-764

海氷の剪断強度及び付着力に関する研究

松下　久雄，　高脇　透，　竹内　貴
弘，　酒井　雅史，　寺島　貴志，
本田　秀樹，　正木　孝治，　西畑
昭史，　花田　真州，　佐伯　浩

765-770

氷荷重に関する中規模野外実験における構造物と氷盤の相亙作用について（そ
の２）

赤川　敏，　河村　宗夫，　竹内　貴
弘，　酒井　雅史，　青島　正和，
勝井　秀博，　松下　久雄，　中沢
直樹，　寺島　貴志，　平山　健一，
佐伯　浩

771-776

現地氷盤先端部の形状が氷力に与える影響に関する考察
竹内　貴弘，　河村　宗夫，　本田
秀樹，　正木　孝治，　成田　恭一，
斉藤　隆行，　西槙　秀如，　佐伯

777-782

寒冷地における港湾構造物近傍の氷盤の破壊状況について
早川　哲也，　寺島　貴志，　西畑
昭史，　山角　浩一，　浜岡　荘司，
佐伯　浩

783-787

浮氷盤の耐荷力に関する実験的研究
本田　秀樹，　大島　香織，　河合
孝治，　正木　智，　成田　恭一，
佐伯　浩

789-793

サロマ湖内結氷盤氷縁部におげる流入流氷の運動に関する研究
河合　孝治，　正木　智，　原　文
宏，　大島　香織，　古屋　温美，

795-800

円断面杭に氷盤が衝突したときの氷盤の変形挙動
花田　真州，　山口　建章，　川合
邦広，　早川　哲也，　佐伯　浩

801-805

越氷防止施設に作用する氷荷重の評価と試設計
川合　邦広，　佐藤　正樹，　早川
哲也，　花田　真州，　佐伯　浩

807-812

氷盤移動による鋼矢板の摩耗とその推定法
寺島　貴志，　今泉　章，　佐藤　光
一，　中田　克哉，　花田　真州，
佐伯　浩

813-818

直立構造物に作用する鉛直方向氷荷重に及ぼす断面形状の影響について
寺島　貴志，　西畑　昭史，　成田
恭一，　川合　邦広，　本田　秀樹，
佐伯　浩

819-824

能取湖の海氷の圧縮強度特性 －強度分散と結晶構造の影響－
松下　久雄，　高脇　透，　平山　健
一，　正木　孝治，　本田　秀樹，
佐伯　浩

825-830

海氷盤移動による石材の摩耗に関する実験的研究
花田　真州，　大島　香織，　氏平
増之，　山下　俊彦，　佐伯　浩，
福原　功樹

831-835

二重潜堤砕石の流氷による安定性について
早川　知子，　北村　泰介，　佐藤
正樹，　木下　千里，　渡部　靖憲，
佐伯　浩

837-842

海氷強度の変動特性と構造物に作用する氷荷重に関する研究
正木　孝治，　本田　秀樹，　竹内
貴弘，　河村　宗夫，　松下　久雄，
酒井　雅史，　佐伯　浩

843-846

北海道の港湾・漁港における港内結氷の特性に関する調査研究
早川　哲也，　坂本　洋一，　水野
雄三，　石川　成昭，　金川　均

847-851

サロマ湖湖口部アイスブームに作用する氷力に関する研究
関口　浩二，　遠山　哲次郎，　荒
田　崇，　清水　敏晶

853-858

中規模野外実験における構造物と氷盤相亙作用時の氷盤歪領域について

酒井　雅史，　青島　正和，　勝井
秀博，　竹内　貴弘，　河村　宗夫，
松下　久雄，　高脇　透，　寺島　貴
志，　佐伯　博

859-864

戻り流れによる砂質底面の３次元的侵食への影響と砂の巻き上げ速度について
渡部　靖憲，　佐伯　浩，　森　憲
広，　稲垣　啓

865-870

海浜断面地形と波浪との相互関係について 戸巻　昭三 871-876

双副筒型サンドチューブの構造・水理特性
高　隆二，　木村　弘，　今瀬　順
彦，　平山　久，　高橋　順年

877-882

人工前浜の締め固め強さと地形変化の観測
松村　健，　大久保　周一，　加藤
哉門，　久保田　進，　竹澤　三雄

883-888

地球化学元素を用いた漂砂調査手法に関する研究 熊谷　幸博，　水村　和正 889-893

波動場中の底設構造物まわりの流況特性
小野　正順，　出口　一郎，　久保
田　真一

895-900

マリーナ等に複数に係留された小型船舶に作用する風荷重の研究
川口　恵一郎，　加藤　信男，　加
藤　雅也，　仲倉　道雄，　上山　美
登里，　栗田　剛

901-906



水中トンネルに作用する非定常流体力とその低減方法の評価　（反転回転式ア
クチュェータによる流体カ特性）

飯島　徹，　近藤　俶郎，　大塚　夏
彦，　大島　修

907-912

空気放出型アクチュエータによる水中トンネルに作用する非定常流体カ低減効
果

飯島　徹，　近藤　俶郎，　大塚　夏
彦，　佐藤　靖尚

913-918

離散渦法を用いた水中トンネルの動的安定性に関する検討
神部　俊一，　野田　稔，　巽　茂
樹，　戸田　茂之

919-924

沿岸構造物の魚礁機能に関する研究　－構造物周辺の魚介類、葉上・葉間生物
相－

谷野　賢二，　鳴海　日出人，　小
野寺　利治，　小山　征治，　本間
明宏，　三橋　嘉夫，　黄金崎　清

925-929

呼人漁港における傾斜板式防波堤の建設　－魚介類の生息環境に配慮したＰＳ
Ｒ工法の採用－

青山　和義，　鎌田　彰，　玉置　淳
二，　林　克恭

931-936

衛星リモートセンシングを用いた閉鎖性湾の流動シミュレーションの相似性確認
手法に関する検討

兵頭　竜二，　後藤　恵之輔，　全
炳徳

937-942
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