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めて脆 JJで あ ることが再認識 され、 より巨大 な都市 を直撃

● 大学院博士後期課程 に留学研修やオンザジ ョブ トレーニ
ングを組み込 んだ専攻横断形の特別 コースを設置 し、国
際社会でリー ダーとなる人材 を育成する。

する地震 の際 には未曾有 の規模や形態 の災害が危惧 されて

II)国 内外の研究機関、民間機関、行政や NPOな

研 究教育拠点設立 の背景 と目的
1995年 阪神淡路大震災に より近代都市が地震 に対 して極

い る。 このため阪神淡路 人震災以後、大都市圏 の震災軽

ll・

どと積llN的
に連携 して、イド
市地ら
し工学 に関す る研究 とその実践展開
を推進 し、国1際 協力、社会貢献 に努める。

k

のための研究が積極的 に進め られ、多 くの成果 が得 られつ
つ ある。 しか しなが ら、 これ らの働:究 を発展
22

in

lt続 しなが
都市震災軽減のための研究・ 教育・ 社会貢献
を強力に推進する。

ら体系化 し、総 合的な地震防災対策の実現 と高度 な防災技
術者 の育成 につ なげる こ とが大 きな課題 として残 されてい
る。
この ような背景 か ら本 COEプ ログラム 1拠 点リー ダー
東京 :業 大学総合理工学研究￨1人 間環境 システム専攻 教
:

大町i茎 夫 )で は、我が国は もとより壁界 の地震国の最
人の懸案である「大都 市の震災軽,囀支術」 の高度化 を図 り、

授

安心 で安 全な都市 を自1成 する技術開発 とこれを実践 に移す
研究教育、国際協力、社会貢献 を推進する ことを目的 とし、
その研究教育拠点 として者陶1地 震工学 セ ンター (Center Or

Urban Eanhquakc Enginccing)を 平成 15年 9月

1日

に設立 し

図 l lll点 形 成 の視 点

F91 0veⅣ

ew olthe COE pro9ram

た。

2

拠点形成 の視点
この拠点 は以下 の視点 に立脚 してい る。

16専 攻 にまたがる世界 トンプ
■ 東京工業大学 大学院3研 究千
レベ ルの地震工学分野 の研究教育基盤 をより強力 に整

3

都市地震 工 学 に関す る研究 の推進
地震災害 の飛躍的 な軽減 を目標 として、モ ノ

ヒト 社

り
会に関連する広範レ
‖な石
f究 を次 の二つの見地 から推進 したc
■ 地震防災先端技術 :安 全な都市や社会を創成するための

備 統合 させることで、都市地震工学 にF71す る世界最高
水準の研究 教育、国際協力 社会貢献 を推進するとと

最先端技術 として、高精度震災 シ ミュレー ションl支 術、
スマー トマテ リアル構造、 インテ リジェン ト桐l振 免震

もに、北中南米、 アジア、欧州、豪州 を繋 ぐ地震工学研
究のハブとなる国1祭 拠点の形成を目指す。

構造、 リアルタ イム地盤探査、高1耐 震基礎、リアル タイ
ム地震情報 システムに関する開発 と実用化 に関す る研究c

● 新都市の開発 と既存J年 ljの 再Jlを 視野 に入れ、地震防災
先端技術、都市再生防災￨ガ if、 都市防災技術戦略 を3本 柱
として都市地震工学の樹I究 をIIL進 する。
●∂r.lご

i2

●都市再生防災技術 :老 朽化、疲弊化 した都市 社会 を再
生化するための防災オ
翅 として、都市施設のll̲全 ■評価、
1子

地盤 と地下空間の総合防災技 ltD、 既存不適格構造物 のlll

写 真 1 20階 建 超 高層 免震 建 物 (東 工 大 す す か け台 キ ャ ンバ ス
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デザ イ ン と環 境 を意 識 した改修 工 事 (東 工 大
撮影 :石 黒守 (Pho10 by Mamo′ uに houro,

photo 2 Se sm eretrolt bu d ng(Ookayama Campus Tokyo nsutじ
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震補強技術、環境低負荷型耐震補強技術、延焼防止地域
計画、広域避難計画、災害弱者 の ためユニバーサ ルデザ
インの開発 と実用化 に関す る研究c

C都 市防災技術戦略 :人 と環境 にやさしい防災都市創成の
ための基本技術戦略 として、地震 リス ク評価、防災投資
評価、性能型設計戦略、損傷制御設計、防災教育 システ
ムに関する開発 と実用化 に関す る研究。

都市地震工学 COEプ ロ グラムにお い て、 この3課題 (地
震防災先端技術 、都市再生防災技術 、都市防災技術戦略 )
は建築系お よび
について研究が進 め られた。本 プロ グラ′、
土木系 の教員 により推進 されてい るが 、 ここで建築系 の教
員 による研究 を簡単 に紹介す る。
地震防災先端技術 :3次 元地下構造 を考慮 した長周期地震
動 シ ミュレー ション

(山 中浩明准教授 )、

座屈 を考慮 した

鉄骨建物 の倒壊 シ ミュ レー シ ョン (元 結正次郎准教授 )、
極 大地震動 を受けるRC建物 の地震応答 (堀 田久人准教授 )
などの シ ミュ レー シ ョン解析が行 われてい る。 また、け
界最 大を誇 る防災科研 の振動台E Defenscを 用 い る実大
実験 により、制振建物 の耐震性 (笠 井和彦教授 )、 杭 ―地
盤 の相互作用

鉄骨建物の倒壊挙動 (山
の把握 もそれぞれ行 われつつあ る。 さらに
(時 松孝次教授 )、

田哲 ll教 授 )、
鉄筋 コン クリー トの損傷過程 と建物 の耐震性能評価
静雄教授 、篠原保 二准教授 )、

RC構 造部材 の非線形復元

力 に対する巨祝的モデルの構築 (瀧 [1克 己教授 )、 局部座
サ
]を 考慮 した鉄骨梁 の耐震性能評価 (五 十嵐規矩夫准教

都市防災

□
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研 究 課 題 と要 素
Research Themes&Top cs

(林

授 ,な どの基礎的研究 も行 われているc
・都市再生 防災技術 :デ ザ インと環境 を意識 した耐震改修
11法 (竹 内徹准教授 )、 木造住宅耐震補強のための システ

ム (坂 田弘安准教授 )、 都市構造 に基づ く火災延焼危険度
評価

(青 木義次教授 )、

都市交通利用者 の時空間分布 に基

大学から見えてくる建築1綺造,芸 術の末来一大学研究開発フロジェク‐ ξ前線― sructtlrP NO′

Oδ 20θ 8 4

づ く帰宅困難者把握

(大 佛俊泰准教授 )な

どの研究が行

マルチメデ イア講義 を実施するための基盤∬教育設備 を導
入し、研究教育環境 を整備 した。東工大 2キ ャンパス、タ

・都市防災技術戦略 :高 性能損傷制御設計法の開発 (和 田
章教授 )、 災害マ ネージメン トのための リモー トセンシン

イのチュラロンコン大学、台湾の国立中央大学 をインター
ネットで結 び双方向型 の授業同時配信を行ない、大 きな教

われた。

グ画像 による地震災害検出 (翠 川三郎教授 )、 地震火災時
の災害時要援護者救助 シミュ レーション (瀬 尾和大教授)、

育効果 を得た。

可搬型VR装 置 による地震防災教育 システム

5

(大 野隆造教

授)な どの研究力精 われている。
実験施設 は、本学大岡山キャンパスに構造物動的実験 シ
ステムが、本学すずかけ台キャンパ スには大変は

元振動

台が導入され これらを利用 しての多 くの知見力沼 られた。
また研究の成果が具現化 した例 として、本学すずかけ台
キャンパ スに建設 された2Cl階 建の超高層免震建物および周
辺地盤 の地震時挙動 の観測 システムの構築がある。最新免
震技術 を駆使 して建設 された構造物の挙動 を周辺地盤 の動
きとともに明らかにすることができ、収集 されたデー タは、
新 しい耐震技術 の検証、発展 に資するもの と期待 される。
これらの測定 には従来 の加速度計、歪み計 だけでな く、デ
ジタルビデオを用 いて免震層 の映像 も記録 している。 また
本学大岡山キャンパスに建築基準法改正以前 に建設された、
壁量が目標値 に対 して大幅 に不足 している建物に対す るデ
ザインと環境 を意識 した方法に基づいた改修が挙げられる。
さらに2∞ 4年 スマ トラ島沖地震、2006年 ジャワ島中部地

フ

震、2007年 能登半島地震、2007年新潟県中越沖地震など国
内外の8地 震の被災地 に調査チームを派遣 し、現地研究機関
と連携 して、地震発生 のメカニズムや被害 の状況調査、災
害マ ネージメン トや被災後修復技術 の必要性 などに関する

国際共同研究 、国際貢献 の推進
欧米先進国の先端研究機関 との国際共同研究や国際 シン
ポジウム等 を企画・ 開催 し、若手研究者や大学院生 を含め
た国際交流を積極的に行 つたc過 去5年 間に、事業推進者 ・
協力者が行 つた地震工学関連の国際共同研究等 は、北中南
米ではカリフォルニア大学バー クレイ様4件 を含む18件 、 ヨ
ーロ ッ′
対 卜、アジア914、 オセアニア1件 の合計3444で 、先
進国 との先端共同研究 と開発途上国へ の技術協力がバ ラン
スよ く行われた。
また開発途上国の人「1過 密都市 における地震防災技術 を
向上 させるため、地震工学 セ ミナーな どを実施することに
よ り国際貢献 に努 めた。 さらに国内外 の行政機関や研究機
関 との連携 を図 り、都市地震防災対策の実践展開 を推進 し
た。都市地震工学国際会議へ の参加 を中′
心に、当該分野 に
おける海外の著 名 な研究者や若手研究者 を例 年20名 程度、
期間全体 で 100名 程度短期招聘 し、基調講演 特別講演 を
依頼 してい る。 さらに比較的長期間の滞在が可能な海外著
名研究者 に対 しては、特任教授 の称号を与 え、学生へ の講
義、学内外 の参加者 を対象 とした特別講演、特別講義 を実
施 した。

新たな問題の抽出 を行い、その成果を国内外 に発表 した。

さらに都市地震工学研究 の成果を発信 し国際交流 を推進
するため、国際会議を平成15年 度 より毎年3月 に東京工業大

研究実績の概略 を以下に示す。21世 紀COE事 業推進担当
者・協力者の レフ リー付 き論文数 :年 間150編 僻り編/人

学 において開催 した。 この国際会議 においては国内外 か ら
当該分野の著名な研究者・実務者 を招聘 し論文発表 と討議

)、

国際会議論文数 :年 間1∞ 編

(約 5編

過去5年 間の学会賞等受賞数 :38件
論文賞

:2014、

/人 )c
(う

ち

技術賞等7件 、奨励賞2件 、

都市地震 工学特別 コース教育実施計画

3研 究科 6専 攻

国際貢献賞 1件 )。 また東工大土木建築棟
の耐震改修 は、平成 18年 度第1回 日本構造

人間環境辣私、土木工学、建築学、
環境理工学創遣、情報環境学、

デザ イン賞、平成 19年 度 グッドデザ イン
インター
ネ ッ ト会議

金賞(経 済産業大 臣賞)等 の受賞 に繋が っ

専攻横断型

た。

博士特別コース
アカデ ミック
コース

研究教育環境施設の整備

高性能動的実験 システム、緊急時対応
評価 システム、高速破壊現 象計測 システ
ム、地震時人間行動計測 システムなどの
基盤研究設備 を整備 した。 また、外部 に
３ Ю

/eatばeた2

ｇ
ｉ
図Ｆ

も開かれた運営 を行 うために、国内外 の
連携研究機関 との インター ネッ ト会議や

践ス
一
実ヨ

4

インター
ネ ッ ト会議

インター ネ ッ ト授業・ 指導
オ ンジ ョブ トレー ニ ング
共同研究 、連 携研究参加
国際 シンポ ジウム発表
大学院教育 と若手育成
υ●an Eanhquake Eng neelnO Educalon lmplementalo■

P an

国内外の行政、
研究機関、NPO

を行 っている。その成果 をまとめて毎年500貞 を超える英
文学術論文集 として刊行 している他、本拠点 ホームペー ジ
からダウ ンロー ドで きるようにすることで、その成果 を国

げさせた。

際的 に広 く発信 した。

研究拠点形成の中で得 られた知見 を公開セ ミナーや イン
ター ネット都市地震工学講座開設な どを通 じて広 く開示 し
て ^般 市民へ の防災教育 を推進す る。例えば『都市地震工

6

7 ‑般 市民への防災教育 の推進

若手防災研究者・ 専門家 の養成
博士課程特別 コースに、研究者 の養成をめざす アカデ ミ
ックコース と即戦力 となる専門技術者の養成をめざす実践

ロ の教育 研究 普及活動 の 一環 として、
学の展開 と体系イ
13回 に渡 ってCUEE主 催で都市地震防災セ ミナーを行 つた。

コースの2コ ースを設置 し、世界 をリー ドする防災専 門家 を
育成 した。一方博士後期課程 に専攻横断型の「都市地震工

都市震災のl■X減 をめざして、行政 NIPO・ 民間企業な ど社
会 との連携 をはか りながら、 よ り実践的 な震災軽減施策 を

学特別 コースJを 設け、国際 コ ミュニ ケー ション能力 を向
上させる英語 プレゼ ンテー ションスキルの講義 を含めて、

目指 したものである。

49科 目を開講 し、都市地震工学 に関する教育 カ リキュラム

また、以下に目次を示す、5年 間の研究成果 を取 りまとめ
た都市地震工学の体系 を網羅す る教科書 「シリーズ<都 市

を整備、若手研究者の育成に努めた。
特 に博 士 後 期 課 程 の 学 生 の なか で 優 秀 な者 をRA

N8巻
地震工学 >J三 部構成、/‐
(朝 倉出版)を 刊行す る。執
筆 ・編集作業 を進めてお り、その一部 はすでに刊行 されて

が責
(Research AsJstant)に 採用 して経済的 に支援 し、膨ヽ

いる。

任 を持 つて研究 を実施 し、その成果 を発表す ることにより、
博士課程学生の主体 L、 独創性等 の向上 を図つてい る。 ま

Table 1

た優秀 な博士課程修了者 を積極的 にPD(Post Doctoral
research fenow)に 採用 し、自由な環境 の下で研究 を行 わ

表1

シリーズく都市地震工学>目 次
0o■ tents or・ Evolut on of Urban Eanhquake En9ineeln9

第 1部

地 震 ハ ザ ー ドの評価

せることで、早期 自立を支援 した。学生 若手研究者が提
出 した研究計画 を審査 し、研究費 を傾斜配分 して主体的 に
研究活動 を行 わせることで、研究者 に必須な、独倉1性 、発

第 ‖部

都市構造物 の耐震性

支給、海夕ヽ
招聘教官 による指導 など様 々な施策 を試み、国
際 コ ミュニケーション能力な らびに教育力、研究力、創造

第

l‖

大学に滞在 して研修 を行 うことを奨励 し、その支援 を実施
している。 また短期研修 として博士課程学生 を海外 の国際

部

第 7巻

(2)

地震 と社会 システ ム
地 震 と人間 (平 成 19年 2月 刊行 )
都市震 災 マ ネジ メン ト

Earthquake Research center)と の共催Workshop、 米国3地

持 たせることがで き、国内外 の若手研究者 ネッ トワー ク作
りにも役立 った。また博士課程の学生に3ケ 月程度、外国の

25

都市構造物 の損傷低減技術

力、実践力の養成を図 った。具体的 に挙げると、毎年3月 に
東工大で開催 す る都市地震工学国際会議、PEER(Pacric

を積極的に参加 させ、論文発表や討議 を行なわせた。また、
PD・ 助教 レベルには、国際会議の企画、連絡、運営 などを
担当または分担 させることで、責任感、 リー ダー シツプを

地震 と都市施設
都市構造物 の 耐震性 (1)

想力、研究遂行能力等 の育成 を図つた。 また国際会議での
発表支援、海外拠点校 での研修支援、若手研究者研究費の

震工学 セ ンター との若手研究者Workshop、 台湾の国立中
央大学 との共催 のシンポジウムなどに、学生 ・若手研究者

地震 ハザ ー ド

8

今後 の発展

寺田寅彦が随筆「天災と国防 (1934)」 において「ここで
一つ考 えなければならないことで、 しか もいつ も忘 れられ
がちな重大な要項がある。それは、文明が進めば進むほど
天然の暴威 による災害がその劇烈の度 を増す とい う事実で
ある」 と述べ ているように、 この74年 の年月を経 て、確か
に文明の進歩はあったが、それ以上にこれ を支える建築 ・

た。

都市の災害 に対す る脆弱性 は増 している。人々の豊かな生
活、経済の発展、我国の国際競争力の向上 を追い求めると
きに、同時 に災害 に対す る強靭 性も高めていかねばならな

また上述 した国内外で発生 した巨大地震の被害調査 には
学生 若手研 究者 を多数派遣 した。 これ らの被害調査や地

ぃ。 これは 日本だけの問題 ではな く、 これか ら発展す る東
アジア、ひいては世界全体の問題で もあ り、我 々はこの分

震動観測等の貴重な経験 を通 して地震の脅威 とその対策 の
重要性 を再確認 させるとともに、一部学生には、その中か
ら研究 テーマ を見いださせ 、博士論文 などの研究成果 に繋

野の教育 と研究 にさらに力を入れてい く所存であ ります。

会議に派遣 し論文発表や討議 を行 うことも積極的 に支援 し

大学から見えてくる建築構造 術の末来―大学研″開発プ0ジ ェクトの最訂線― sttc:Lre r10′
=支

Oδ 200θ 4

