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竹内　貴弘，佐々木　幹夫，赤川
敏，河村　宗夫，酒井　雅史，松下
久雄，寺島　貴志，中沢　直樹，木
岡　信治，佐伯　浩

605-610

海底地盤と海氷の相互作用に関する基礎的研究
木岡　信治，安部　慎也，佐々木
久昭，浜名　靖博，佐伯　浩

611-616

海氷と諸材料間の凍着強度に関する実験的研究
宇佐美　宣拓，寺島　貴志，阿部
慎也，佐藤　光一，佐伯　浩

617-622

海氷制御用アイスブームに作用する氷力の作用形態
蒔田　俊輔，榎　国夫，宇佐美　宣
拓，原　文宏，佐伯　浩

623-628

野外実験における一年氷の基本強度特性について
酒井　雅史，松下　久雄，高脇
透，河村　宗夫，寺島　貴志，竹内
貴弘，佐伯　浩

629-634

相良海岸の将来を考える公開討論会「オーシャンセミナー」について　-合意形成
のために-

宇多　高明，堀口　瑞穂，石川　仁
憲，清野　聡子，渡辺　宗介，芹沢
真澄，三波　俊郎，古池　鋼，五味

635-640

学際学科における海岸実習　-お台場人工海浜の自然的・社会的仕組みを学ぶ-

清野　聡子，渡辺　宗介，萩谷
宏，池内　幸介，猪内　学，木村
宰，峠井　正雄，外山　大，松本
泰輔，宇多　高明，石川　仁憲

641-646

漁村の女性に関する問題点と漁港漁村整備
児玉　いずみ，松本　卓也，中内
勲，長野　章

647-652

日本の大学における海洋教育科目の分野分布特性
赤見　朋晃，和田　理恵，清野　聡
子，濱田　陸士

653-658

CVMによる新潟海岸の環境整備便益の計測
今村　能之，佐藤　慎司，笠井　雅
広，齋藤　明，原　文宏，平野　宜

659-664

海岸災害における精神的被害に関する調査
今村　能之，川瀬　宏文，伊藤　泰
広，佐藤　慎司，笠井　雅広，諸田
勇，平野　宜一

665-670

消破窒内水深を浅くした複数スリット壁直立消波工の消波機能　-ＢＩＭ解析- 角野　昇八，塩崎　禎郎，原山　之 671-676
スリットを有する複断面護岸の反射特性と越波量低減効果について 劉　非，村上　啓介，杉尾　哲 677-682

大波浪透過スリットケーソン防波堤の機能持牲に関する実験的研究
佐藤　恒夫，安部　賢，國重　康
弘，込山　清，村本　哲二

683-688

上部スリット式護岸の越波特性について
北野　正夫，八木　典昭，岡村　英
貴，目見　田哲

689-694

浸水型鉛直板近傍の波浪流に関する基礎研究 落合　実，鈴木　功，遠藤　茂勝 695-700
緩傾斜堤への波の打ち上げ高さ及び遡上特性に関する現地観測値の基礎的検 高橋　敏彦，沼田　淳 701-706

傾斜堤の越波量等に及ぼす被覆ブロックと上部工の影響
高橋　重雄，下迫　健一郎，近藤
充隆，山口　貴之

707-712

後部パラペット堤の越波特性と背後マウンド部の安定性
早川　哲也，木村　克俊，林　忠
志，土井　善和，渡部　靖憲

713-718

通水路を有する透過性防波堤に関する研究 森田　修二，出口　一郎 719-724



非越波型護岸の高波浪域への適用における消波工形式の基礎的検討
片岡　保人，市川　靖生，大谷
修，上久保　祐志，村上　啓介，入

725-730

超透過性消波工の開発に関する実験的研究　-スペクトル波の分帯幅の影響-
伊藤　政博，鈴木　秀孝，野口　雄
二，前田　建，谷山　正樹

731-736

海上移動式防災支援基地の研究 山本　和宏，関田　欣治 737-742

離岸流にともなう海水浴中の事故発生に関する一考察
高橋　重雄，常数　浩二，鈴木　高
二朗，西田　仁志，土棚　毅，小林
雅彦，小沢　保臣

743-748

海区の特性を考えた漁港漁村の将来見通しと具体的課題の設定について
古屋　温美，紀本　則晃，中内
勲，富田　宏，長野　草

749-754

海岸護岸施設の景観評価に関する研究
松原　雄平，永瀬　恭一，木田　健
二，野田　英明

755-758
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