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647-652

強潮流下の海峡部に係留した台船からの80m鋼桁吊上げ工事
阪東　浩造，福下　敏至，岩村　武
史，稲垣　聡

653-658

沈埋函沈設時の急速施工
住田　公資，藤原　隆一，鵜飼　亮
行，青野　利夫，山村　和弘，中屋

659-664

沈埋函仮置時の安定性について
住田　公資，花城　盛三，本庄　隆
宣，鵜飼　亮行，山村　和弘，中屋

665-670

新潟西海岸潜提形状検討実験について
白石　哲也，土市　進，近川　喜代
志，千葉　明裕，小森　俊英

671-676

新潟港道路トンネルの液状化対策と仮設工について
白石　哲也，土市　進，佐川　雅
悦，中川　勝栄

677-682

雑貨貨物の岸壁上載荷重の設計値に関する研究 森屋　陽一，山本　修司 683-688
東京臨海部における親水施設の公共性と事業性に関する考察 高荷　久雅 689-694

宮古島における海岸護岸の建設とそれによる人工海岸化・生態系の喪失
宇多　高明，菊池　昭男，西　隆一
郎，芹沢　真澄，三波　俊郎，古池

695-700

「海岸保全基本方針」の問題点とその改善策の提案 清野　聡子，宇多　高明 701-706

沿岸漂砂による海浜変形の相似則とその妥当性の検討
渡辺　宗介，清野　聡子，宇多　高
明，芹沢　真澄

707-712

新潟海岸の新川漁港～巻漁港間で拡大しつつある海岸侵食の実態と今後の展
望

宇多　高明，芹沢　真澄，三波　俊
郎，古池　鋼

713-718

洋上風力発電施設に作用する風と波に対する応力範囲頻度分布解析
中村　慎吾，関田　欣治，山下
篤，林　伸幸

719-724

洋上風力発電施設に作用する風抗力及び減衰定数に関する風洞装置を用いた
基礎的実験

関田　欣治，石川　裕和，林　辰
樹，山下　篤，林　伸幸，矢後　清

725-730

振り子式波力発電用エネルギー平滑化ケーソンについて
飯島　徹，佐藤　隆幸，近藤　俶
郎，黒島　利一，花岡　耕一

731-735

モール状捕集材を用いた海水ウラン捕集システムの提案
清水　隆夫，玉田　正男，瀬古　典
明，坂口　勇

737-742

サロマ湖の流況にあたえる氷盤の影響 蒔田　俊輔，佐伯　浩，古屋　温美 743-748

Ice Scour Eventの地盤掘削プロセスと実験条件の制御
木岡　信治，安永　吉勝，松尾　優
子，佐伯　浩

749-754

構造物に作用する地震荷重への氷盤の影響 山内　豊，亀崎　一彦 755-760
結氷時に氷海構造物に作用する地震時動水圧の解析 清川　哲志，小林　浩，黒川　明 761-766

氷盤群の下に流出した油の拡散特性に関する実験的研究
大塚　夏彦，荻原　浩二，金編　康
平，高橋　伸次郎，佐伯　浩

767-772

Unconsolidated layer モデルの強度特性に関する実験的研究
安永　喜勝，木岡　信治，松尾　優
子，佐伯　浩

773-777

オホーツク海沿岸における流氷形状・移動状況の現地観測
山本　泰司，矢川　光弘，本間　大
輔，梅沢　信敏

779-783

アイスブームの氷晶移動制御に関する実験的研究 植田　知行，横山　茂，佐伯　浩 785-789

Consolidated layer model の強度特性に関する実験的研究
松尾　優子，安永　吉勝，木岡　信
治，佐伯　浩

791-796



問題の構造と対策の分析手法について（漁業後継者問題を中心にして）
古屋　温美，関　いずみ，松本　卓
也，長野　章

797-802

沿岸漂砂量，波による地形変化の限界水深および波候特性の関係
宇多　高明，芹沢　真澄，熊田　貴
之，加留部　亮太，三浦　正寛

803-808

過去の海岸復元のための映像資料の活用
清野　聡子，宇多　高明，酒井　英
次，吉田　哲朗

809-814

海洋情報技術を活用した海域管理　―海洋情報産業の育成に向けて―
中澤　直樹，橋本　民雄，金網　正
夫，近藤　健雄

815-819
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