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高橋　重雄，下迫　健一郎，半沢
稔，杉浦　淳

415-420
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高橋　重雄，山崎　浩之，下迫　健
一郎，姜　閏求，善　功企，高山
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空気混入水平輸送における2次空気の効果に関する研究
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実，遠藤　茂勝
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鉄骨プレキャスト構造によるケーソン構築工法の開発
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サクション基礎構造物の技術開発　-現地実証試験における沈設結果報告-
高橋　邦夫，池田　哲郎，山根　隆
行，前　健治，北澤　壮介，柿沼
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清宮　理，横田　弘，小沢　大造，
口田　登，北澤　壯介，斉藤　亮一
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後方杭式水中ストラット工法による標津漁港-4.0ｍ耐震岸壁の設計・施工
佐藤　光一，林　克恭，工藤　悟，
田中　則男，佐々木　真哉，服部
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リフトパージによるケーソン進水工法に関する実験的研究
堀沢　真人，大中　晋，中屋　行
雄，慎　燦益，川上　治男，廣井
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杭基礎上のケーソン岸壁の液状化対策に関するー考察 高谷　富也，前野　賀彦 463-468

免震式桟橋の免震効果に関する模型振動実験と地震応答解析
三藤　正明，上部　達生，北澤　壮
介，真壁　知大，中原　知洋

469-474

直立透過堤における実験スケールと透過特性 井田　康夫，森松　芳隆，安井　陽 475-480
海水交換機能を有する直立消波ケーソンの開発　～高波浪域への適用に向けて
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塩崎　禎郎，本田　秀樹，堀内
博，中村　宏
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斜面スリットケーソンの開発
関口　信一郎，渥美　洋一，中内
勲，宮部　秀一，福士　昌哉，三輪
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防波堤マウンド被覆石の安定性に関する実験的研究(その2)
西本　光弘，谷口　義憲，加藤　道
康，金田　研一郎，西村　正，吉田

493-498

消波工の持つ減勢機能におよぼす粒径レイノルズ数の効果 井田　康夫，中村　晋太郎，森　康 499-504

磯根水産生物の着定基質用石材の耐波安定性
谷野　賢二，木村　克俊，林　倫
史，桑原　伸司，清野　克徳，伊東

505-510

均一球からなるニ次元捨石防波堤の表層粒子移動に関する数値計算
Dinar　C.ISTIYANTO，佐藤　道郎，
河合　智昭
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地域社会における海岸に関する科学的知識の普及のあり方 －カリフォルニア州
サンタ・バーバラの海岸侵食と漂砂のフィールドミュージアム－

清野　聡子 517-522

住民合意型海岸事業の推進方法 ～青森県大畑町木野部海岸での新しい試み
～

宇多　高明，清野　聡子，花田　一
之，五味　久昭，石川　仁憲，芹沢

523-528

鎌倉市腰越漁港における漁港改修と海域環境保全に関するー考察
安部　和典，大谷　保，清野　聡
子，宇多　高明，大塚　浩二

529-534

水産物の衛生管理に対応した漁港整備
山本　潤，仲本　豊，大村　智宏，
伊藤　勝一，種市　俊也，丹羽　真

535-540

沿岸漂砂による海浜縦断形変化に及ぼす波浪の履歴効果
宇多　高明，加藤　憲一，口石　孝
幸，赤松　直博

541-546

参加型計画手法の適用に関する研究 －インドネシア・スラウエシ島北部の零細
漁業を例として

石田　健一，バクティアル・ガファ 547-552

Surf-ridingに適した条件の整理と前原海岸におけるSurf spotの変遷調査
渡辺　宗介，清野　聡子，宇多　 高
明，芹沢　真澄，三波　俊郎，古池

553-558

霞ケ浦柏崎地区での養浜礫の挙動に関する現地観測
小菅　晋，宇多　高明，斉藤　泉，
林　義之，秋葉　隆之，大塚　直哉

559-564

海食崖前面に建設された港湾周辺の海浜変形の長期モニタリング
安田　勝則，川村　哲也，小池　雄
一郎，宇多　高明，大熊　義夫，阿
部　光信

565-570

カリフォルニア州モントレー湾沿岸に形成された砂丘地におけるblowoutの観察
宇多　高明，西村　晋，清野　聡
子，国栖　広志

571-576

カリフォルニア州サンディエゴのロマ岬およびデルマーにおける海食崖の現地踏
査

宇多　高明，西村　晋，清野　聡
子，国栖　広志，芹沢　真澄，三波
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カリフォルニア州ヴェンチュラ海岸の海岸侵食とダム堆砂の除去に関するー考察 宇多　高明 583-588
突堤の陸側端を沿岸漂砂が通過する場合の海浜変形予測モデル -現地実測に
基づく等深線変化モデルの拡張-

宇多　高明，加藤　憲一，見附　敬
三，山形　宙，赤松　直博

589-594

ポケットビーチの端部付近での離岸堤建設に伴う海浜変形 －千葉県鴨川市の
東条海岸での事例－

宇多　高明，石川　仁憲，清野　聡
子，渡辺　宗介，三波　俊郎，古池

595-600

駿河海岸南西部の歴史的侵食災害と現況の海岸保全上の問題点
宇多　高明，清野　聡子，石川　仁
憲，芹沢　真澄

601-606

青森県三沢漁港周辺の海浜変形と今後の海岸保全
渡辺　宗介，清野　聡子，宇多　高
明，芹沢　真澄，三波　俊郎，古池

607-612

海岸保安林防護と海岸保全の狭間で進む自然海岸の急激な消失 －新潟海岸
の事例－

宇多　高明，清野　聡子，芹沢　真
澄，三波　俊郎，古池　鋼，五味

613-618
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