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性能照査指標およびAHP手法による港湾構造物の総合評価方法 関口　信一郎，宮部　秀一，岸　哲 613-617

石狩湾新港を拠点とした舟運による物流コストの削減効果に関する研究
高橋　喜一，柴田　俊夫，宇佐美
宣拓，寺島　貴志，大塚　夏彦，佐

619-624

スリットケーソン岸壁における荷役障害対策の研究
新保　修，北島　誠治，近川　喜代
志，渡辺　朋洋

625-630

サイクルパスモデルによるSuper Panamax型コンテナクレーンの荷役時間分析 鈴木　武 631-636
北海道の漁港における係留船舶の動揺の実態について 佐藤　典之，佐伯　浩 637-642
コンテナ船およびフェリーの荷役許容動揺量の解析 佐藤　平和，白石　悟，米山　治男 643-648
係留索配置形状が水中係留浮体の動的特性に与える影響の評価 佐藤　太裕，蟹江　俊仁，三上　隆 649-652
係留索の動的挙動を考慮した完全没水浮体の振動特性 蟹江　俊仁，佐藤　太和，三上　隆 653-658
動揺シミュレーションによる防波堤ケーソンの据付限界条件に関する検討 米山　治男 659-664
臨港道路富山新港東西線景観設計　（ユニバーサルデザインを考慮した自転車
歩行者道について）

新保　修，土市　進，石山　幸夫，
佐川　雅悦，柳　幸一

665-670

FORMに基づく防舷材の信頼性設計法に関する研究 長尾　毅，岡田　達彦，上田　茂 671-676

新湊大橋（仮称）における大規模地震動（L2地震動）設計について
新保　修，土市　進，佐川　雅悦，
渡邉　理之

677-682

軟弱地盤着底式くし型構造物の合理的設計法の提案
菊池　喜昭，渡邊　和重，榎園　光
廣，山本　悟，幸福　辰己

683-688

東京湾海岸の想定高潮偏差と新たな計画偏差について
増田　勝人，柴木　秀之，仲井　圭
二，鈴山　勝之

689-694

重力式岸壁の地震時安定性と地震時に作用する土圧の検討
笹島　隆彦，先川　光弘，橋詰　知
喜，大塚　夏彦，三浦　均也，小濱

695-700

バラ荷貨物の岸壁上載荷重の設計値に関する研究 森屋　陽一，長尾　毅 701-706
臨海部埋立地盤の地震危険度の簡易推定法に関する研究 長尾　毅，岩田　直樹，紺野　克昭 707-712
係留施設の信頼性設計における地震時上載荷重 森屋　陽一，長尾　毅 713-718

超軽量コンクリートを用いた浮体構造物の研究
古田　大介，山谷　弘幸，奥村　耕
之，松浦　正己，田村　一美，木原

719-724

高粘性溶液を用いたスラグ流の特性について
小川　元，落合　実，北澤　賢次，
遠藤　茂勝

725-730

中層浮魚礁設置精度の向上に関する研究 小野　正順，松山　起也 731-736

浅海域における自動車道路用水中トンネルの開発
藤田　良一，三上　隆，桑島　隆
一，高橋　正夫，柳沼　利信

737-742

振動流中における鉛直函体構造物への流体力低減空気放出アクチュエー夕の
性能評価

飯島　徹，吉田　稔，近藤　俶郎，
長内　戦治，黒島　利一

743-748

金沢港新港湾計画における防波堤等整備手順の検討
波間　純男，土肥　俊満，松本　祐
二，竹内　悟，長沼　淳也，坂井

749-754

関西国際空港2期護岸築造工事における情報化施工への取り組み
池内　章雄，角谷　清宣，大本　泰
久，川上　雅彦

755-760

浅深砂礫の混気圧送時における流動観察と圧力損失に関する研究 益山　忠，飯田　宏，泉　信也 761-766

日々の工事管理を目的とした流れ・濁り予測システム
稲垣　聡，田中　昌宏，奈良　靖，
齋藤　勲雄，日野　勝

767-772

底開バージ土砂投入直後に発生する気泡流動場の観測
松田　信彦，松原　雄平，檜谷
治，山本　貴司

773-778



多雪地帯における氷の特性に関する基礎的研究
高橋　喜一，宇佐美　宣拓，柴田
俊夫，松尾　優子，植田　知行，佐

779-784

舟運関連施設における冬期間の結氷対策
高橋　喜一，宇佐美　宣拓，柴田
俊夫，大塚　夏彦，寺島　貴志，佐

785-790

Unconsolidated layer modelのせん断強度特性に関する基礎的研究
松尾　優子，Sergey Kochkin，近藤
浩文，横山　茂，木岡　伸治，佐伯

791-796

Ice Scour Event　［氷による地盤掘削現象］に関する計算モデルの現地への適用
性に関する一考察

木岡　信治，窪内　篤，佐伯　浩 797-802

北海道オホーツク海沿岸部における海氷の底面形状とその分析
山本　泰司，木岡　信治，本間　大
輔，先川　光弘，堺　茂樹

803-808

氷盤下に流出した油と氷盤の分離法に関する研究
金編　康平，近藤　浩文，大塚　夏
彦，米田　克幸，柿崎　裕太，佐伯

809-814

流出油の氷中取り込み現象について 泉山　耕，宇都　正太郎，堺　茂樹 815-820

高粘度液体の管内空気輸送における圧力損失特性
藤田　勇，吉江　宗生，佐藤　栄
治，水谷　雅裕，佐野　正佳

821-826

砂地盤への回収油の浸透機構に関する実験的研究
金編　康平，近藤　浩文，大塚　夏
彦，佐伯　浩

827-832

海氷と地盤との摩擦係数に与える因子の効果について
竹内　貴弘，佐々木　幹夫，三浦
一夫

833-837

実海域におけるGPS波浪計・津波計の性能確認実験
加藤　照之，寺田　幸博，松岡　幸
文，高田　美津雄

839-844

石川海岸八田地区の汀線位置変化に関する基礎的研究 鷲見　浩一，野口　将志，水谷　法 845-850

各種海底設置式波浪計による方向スペクトルの比較実証観測
永井　紀彦，橋本　典明，Atle
LOHRMANN，三井　正雄，小梨　昭
一郎，久高　将信

851-856

アレー配置ブイによるGPS波浪観測システムの提案と波の到来方位推定精度
藤井　英信，河口　信義，石田　廣
史，出口　一郎

857-862

沿岸波浪観測における複合構造方式の海底・係留ケーブルの開発と現地施工
永井　紀彦，中山　政勝，中島　博
靖，井上　満，清水　康男，中川

863-868

潮位差を利用した海水交換システムの開発
足達　康行，今藤　勇，坂本　裕
明，鈴木　康正

869-874

遡上域の漂砂濃度測定手法の検討 上野　大地，久保田　進 875-880

石狩湾央海域における秋期の流動・水質特性
王　毅，隅江　純也，森　信幸，伊
藤　敏朗，山下　俊彦

881-885

石狩湾新港の建設と海浜植生の消長について 伊東　公人，荒川　泰二，大倉　正 887-892

風による副振動の励起
吉岡　洋，村山　英俊，高山　知
司，芹澤　重厚

893-898

渤海湾内の波浪に関する簡易推算法の精度 高山　知司，木村　雄一郎 899-904

沿岸漂砂卓越場における混合粒径砂の3次元分級に関する実験と計算
熊田　貴之，小林　昭男，酒井　和
也，柴崎　誠，宇多　高明，芹沢

905-910

浅深土砂を利用した湾口部地形改変による海水交換促進工法
山崎　宗広，村上　和男，松本　英
雄，出路　康夫，森田　真治，和田

911-915

準3次元海浜流モデルの現地適用性
口石　孝幸，黒岩　正光，加藤　憲
一，松原　雄平，野田　英明

917-922
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