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4.2  対外発表   

 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 
発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 
発表時期 国際・国

内の別 
3 層木造住宅の外構面下

層切り出し試験体に対す

る性能検証（口頭） 

上段聖也，長江

拓也，高橋武

宏，井上貴仁 

京都大学 

（日本地震工

学会大会/一般

セッション） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 5 下層 2 層

外構の面切り出し実験

（2018.1) と数値解析モ

デル（口頭） 

Cem YENIDOGAN，

長江拓也，西崚

汰，高橋武宏 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 6 NCREE 振

動台を用いた基礎すべり

実験 (2018.9) の概要

（口頭） 

鍾育霖，長江拓

也，陳威中，西

崚汰，高橋武宏 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 7 NCREE 振

動台を用いた基礎すべり

実験 (2018.9) の排水管

検証（口頭） 

 

 

西崚汰，高橋武

宏，長江拓也，

陳威中，鍾育霖 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 
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発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 

発表時期 国際・国

内の別 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 8 実験用地

盤の形成過程と評価（口

頭） 

品川恭一，高橋

武宏，河又洋

介，山田祥平，

柏尚稔，林和

宏，井上貴仁，

長江拓也  

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 9 木造軸組

設計と建設状況（口頭） 

高橋武宏，古田

昌弘，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 10 枠組壁工

法の設計と建築過程（口

頭） 

古田昌弘，高橋

武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 11 実験条件

の変遷と計測計画（口

頭） 

井上貴仁，高橋

武宏，及川孝

則，平野茂，山

田祥平，柏尚

稔，林和宏，長

江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 12 画像計測

検討（口頭） 

 

飯塚嵩明，新津

靖，平野茂，高

橋武宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 
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発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 

発表時期 国際・国

内の別 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 13 基礎入力

と基礎応答性状（口頭） 

上段聖也，西崚

汰，山田祥平，

柏尚稔，高橋武

宏，品川恭一，

河又洋介，林和

宏，井上貴仁，

長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 14 基礎応答

と上部応答（口頭） 

山田祥平，上段

聖也，西崚汰，

柏尚稔，高橋武

宏，品川恭一，

河又洋介，林和

宏，井上貴仁，

長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 15 建物応答

の推移と損傷観察（軸組

構法）（口頭） 

下田卓，竹内祥

平，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 16 建物応答

の推移と損傷観察（枠組

壁工法）（口頭） 

竹内祥平，和木

洋，下田卓，高

橋武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 17 損傷過

程・終局性能分析と許容

応力度設計規範の考察

（軸組）（口頭） 

 

平野茂，鈴木兼

二，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也  

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 
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発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 

発表時期 国際・国

内の別 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 18 損傷過

程・降伏変位を超える大

変形域の挙動（枠組）（口

頭） 

鈴木兼二，平野

茂，高橋武宏，

山田祥平，柏尚

稔，林和宏，井

上貴仁，長江拓

也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 19 耐震補強

の計画及び試験結果（鉄

骨フレーム） 

（口頭） 

和木洋， 鈴木兼

二，穴原一範，

高橋武宏，山田

祥平，柏尚稔，

林和宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 20 耐震補強

の試験結果（ワイヤブレ

ース）（口頭） 

穴原一範，和木

洋， 鈴木兼二，

高橋武宏，山田

祥平，柏尚稔，

林和宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 21 免震性能

（口頭） 

及川孝則，高橋

武宏，山田祥

平，柏尚稔，林

和宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証する E-ディ

フェンス実験（首都圏レ

ジリエンスプロジェク

ト） その 22 排水管損

傷（口頭） 

河又洋介，鍾育

霖，西崚汰，高

橋武宏，井上貴

仁，長江拓也 

 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 
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発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 

発表者氏名 発表場所 

（学会等名） 

発表時期 国際・国

内の別 

地中配管設備等の非構造

部材を含む 3 階建て住宅

の機能を検証するＥ－デ

ィフェンス実験（首都圏

レジリエンスプロジェク

ト）その 23.都市ガス配

管機能検証（口頭）

菅沼淳，中村い

ずみ，高橋武

宏，井上貴仁，

長江拓也，北川

夏樹 

金沢工業大学

（日本建築学

会大会） 

2019年 9月 国内 

Cost-effectiveness of 
Japanese concrete 
cladding detailing for 
improved seismic 
performance (口頭) 

ヤオ トレボー

ジキン、楠浩一

2019 Pacific 
Conference on 
Earthquake 
Engineering, 
Auckland, 
New Zealand 

2019年 4月 国外

Influence of exterior 
concrete wall cladding 
detailing on downtime 
and injuries (口頭) 

ヤオ トレボー

ジキン、楠浩一

コンクリート

工学年次大会

2019

2019年 7月 国内

災害拠点建物の安全度即

時評価および継続使用性

即時判定（その 1 試験体

設計）（口頭）

深井悟、楠浩

一、ヤオ トレ

ボージキン

2019 年度日本

建築学会大会

2019年 9月 国内

災害拠点建物の安全度即

時評価および継続使用性

即時判定(その 2 非線形

解析)  (口頭) 

ヤオ トレボー

ジキン、楠浩

一、深井悟

2019 年度日本

建築学会大会

2019年 9月 国内

E-Defense Test of a 3-
Storey Reinforced
Concrete Frame
Structure with Special
Concrete Wall Cladding
Detailing(口頭)

K. Kusunoki,
T.Z. Yeow,
I. Nakamura,
and Y. Hibino

8th 
International 
Conference on 
Advances in 
Experimental 
Structural 
Engineering, 
Christchurch 
New Zealand 

2020年 2月 国際

設備配管と天井の振動台

実験と振動特性，口頭

久保慶祐，髙岡剛

規，小島紘太郎，

金尾伊織，倉田真

宏，藤田皓平，髙

岡昌史，川良 剛

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内
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発表成果（発表題目、口頭・

ポスター発表の別）

発表者氏名 発表場所

（学会等名）

発表時期 国際・国

内の別

Vibration Model 
Considering Interaction 
between Ceiling System 
and Equipment Part I: 
Test and FEM（口頭） 

Qi Liangjie ，

Kunitomo 
Keiichiro ，

Kurata 
Masahiro，Ikeda 
Yoshiki 

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内

天井材と機器の要素間相

互作用を考慮した振動モ

デル そのⅡ 機器の簡

易振動モデルと地震時の

応答評価，口頭

國友慶一朗， Qi 
Liangjie，倉田真

宏，池田芳樹

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内

経年配管の繰返し曲げ実

験と変形能力，口頭

髙岡剛規，金尾伊

織，小島紘太郎，

倉田真宏

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内

低層重要建物の設計検討

と終局状態，口頭

赤澤資貴，佐分利

和宏，倉田真宏，

松尾真太朗，河又

洋介

日本建築学会

学術講演発表

会（東北）

2019年 9月 国内

地震時における室内空間

の機能維持のための研究 

その１ 「室内空間におけ

る機能維持」研究の概要

佐藤栄児、梶原浩

一、林 和宏、富

澤徹弥

日本建築学会

大会

2019年 9月 国内

地震時における室内空間

の機能維持のための研究 

その 2 カメラ映像を用

いた地震時即時室内被害

状況判定手法の開発（映像

データの概要と被害判定

フローの策定）

坂本 陸、正月 俊
行、山根 義康、佐

藤 栄児、畠山 祐
季

日本建築学会

大会

2019年 9月 国内

地震時における室内空間

の機能維持のための研究 

その 3 カメラ映像を用

いた地震時即時室内被害

状況判定手法の開発（定性

的被害判定結果と定量的

被害状況の対応）

正月  俊行、山根

義康、佐藤 栄児、

畠山  祐季、坂本

陸

日本建築学会

大会

2019年 9月 国内

2 台の簡易な地震計を用

いた木造住宅の被災度判

定システムの開発 その

１ 被災度判定方法と検

証、口頭

林和宏，古宮嘉

之，山田有孝

日本建築学会

東海支部研究

報告集

2020年 2月 国内
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発表成果（発表題目、口頭・

ポスター発表の別）

発表者氏名 発表場所

（学会等名）

発表時期 国際・国

内の別

2 台の簡易な地震計を用

いた木造住宅の被災度判

定システムの開発 その

２ 被災度判定方法の改

良、口頭

古宮嘉之，山田有

孝，林和宏

日本建築学会

東海支部研究

報告集

2020年 2月 国内

MeSo-netシステムと連動

した既設地震計を用いた

3 次元地盤―建物連成系

の地震応答解析

講演 No. 21002 
（口頭発表）

谷沢智彦、酒向裕

司、西谷章

日本建築学会

大会（北陸）

2019年 9月 国内

PCa 造トールゲートにお

ける長期モニタリングを

想定した地震観測 （その

３）微動・強震動・交通振

動及び風荷重による応答

性状

講演 No. 21358 
（口頭発表）

保井美敏、成田修

英、山本健史治、

小坂宏之、伊藤佑

治、西谷章、大久

保孝昭、江尻憲

泰、高尾秀幸

日本建築学会

大会（北陸）

2019年 9月 国内

Resonant photocurrent 
at 1550 nm in an erbium 
low-doped silicon  
transistor at room 
 temperature 
（口頭発表）

E. Prati,
M. Celebrano,
L. Ghirardini,
M. Finazzi,
G. Ferrari,
T. Shinada,
K. Gi, Y. Chiba,
A. bdelghafar,
M.Yano,
T.Tanii

2019 Silicon 
Nano-
electronics  
Workshop 

2019年 6月 国際

Self-align fabrication of 
nano-reservoir with NV 
center in diamond surface 

 magnetic 
 small 

for nuclear 
resonance of 
molecules 
（口頭発表）

K. Kawakatsu,
Y. Ishii, Y. Hata,
Y.Saito, K. Naka-
mura, K.Naga-oka,
T. Sonoda, T.
Tatsuishi,
T. Teraji, S.
Onoda,
T. Higuchi,
K.Yamada
T. Oshima,
T.Shimada
H.Kawarada,
W.Kada,
O. Hanaizumi,
J. Isoya, T. Tanii

32nd 
International 
Microprocesses 
and 
Nanotechnology 
Conference

2019 年 10

月 

国際
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発表成果（発表題目、口頭・

ポスター発表の別）

発表者氏名 発表場所

（学会等名） 

発表時期 国際・国

内の別

高分解能ナノ NMR に向け

たダイヤモンドへの NV 

センターと微小容器の一

括形成

（口頭発表）

齋藤悠太、石井

邑、川勝一斗、永

岡希朗、畑雄貴、

中村洸介、榎田尊

昭、徐海州、薗田

隆弘、立石哲也、

金久京太郎、寺地

徳之、小野田忍、

樋口泰成、山田圭

介、大島武、品田

高宏、川原田洋、

加田渉、花泉修、

磯谷順一、谷井孝

至

第 67 回応用物

理学会春季学

術講演会

2020年 3月 国内

An experimental study 
on the spontaneous 
firing of single isolated 
neurons in autaptic 
culture using 
micropatterned 
substrates 
（口頭発表）

K. Hattori
K. Sato
H. Takahashi
S. Oguma
M. Ishida
H. Yamamoto
A.Hirano-Iwata
T. Tanii

The 8th RIEC 
Inter- 
national 
Symposium 
on Brain 
Functions and 
Brain 
Computer 

2020年 2月 国際

２針電極を用いた神経細

胞刺激の応答計測とその

理論解析

地震時レジリエンスの向

上を目指す建築都市のモ

ニタリング

（口頭発表）

服部晃平、石田実

穂子、鞍掛碧流、

今井絢子、橋本拓

弥、佐藤晃揮、髙

橋穂乃歌、小熊奏

一郎、山本英明、

平野愛弓、谷井孝

至 

第 67 回応用物

理学会春季学

術講演会 

2020年 3月 国内

Evaluating the seismic 
Retrofits from ambient 
vibration measurement 
講演 No. 21351

M.N. Albebrawi,
D.Y. Bogale、張

天, 仁田佳宏, 石
田正美

日本建築学会

大会（北陸） 

2019年 9月 国内

常時微動測定に基づく古民

家の振動特性評価   

講演 No. 22290 

張天, 
M.N. Albebrawi,
D.Y. Bogale、
仁田佳宏、

石田正美:

日本建築学会

大会（北陸） 

2019年 9月 国内

Developing UGV for 
construction site

D.Y. Bogale,
Y. Nitta, Y. Kuba

第 62 回自動制

御連合講演会

2019 年 11

月 

国内
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載

・査読あり

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

Seismic responses of 
a free-standing two-
story steel moment 
frame equipped with 
a cast iron-mortar 
sliding base 

Yu-Lin Chung, 
Kuan-Ting 
Kuo, Takuya 
Nagae,  
Koichi 
Kajiwara  

EARTHQUAK
ES AND 
STRUCTURES 

2019 年 9 月 国際

Structural 
Performance of 
Reinforced Concrete 
Members with 
Monolithic Non-
structural Wall under 
Static and Dynamic 
Loads 

Walid Ahmad 
Safi, Yo Hibino, 
Koichi 
Kusunoki, 
Tomohisa 
Mukai, Yasushi 
Sanada, Izumi 
Nakamura, 
Trevor Zhiqing 
Yeow, and 
Satoshi Fukai 

Buildings 採 択 決 定

(2020 年 

５ 月 ６ 日 掲

載予定） 

国際

Impact of the 
Reinforcement 
Detailing on Seismic 
Performance of 
Isolated Non-
structural Walls. 

Safi, W.A.; 
Hibino, Y.;
Kusunoki, K.; 
Sanada, Y.; 
Mukai, T. 

Buildings 採 択 決 定

(2020 年 

５月 7 日掲載

予定） 

国際

Investigating the 
vibration properties of 
integrated ceiling 
systems considering 
interactions with 
surrounding 
equipment 

Liangjie Qi, 
Keiichiro 
Kunitomo, 
Masahiro 
Kurata, 
Yoshiki Ikeda 

Earthquake 
Engineering 
and Structural 
Dynamics 

2020 年 2 月 国際

Implementation of 
real-time seismic 
diagnostic system on 
emergency 
management center 
buildings: system 
introduction and 
operational status 
on municipal  
government office 
buildings 

K. Hayashi,T.
Saito, T. 
Horioka, E. 
Sato 

Journal of Civil 
Structural 
Health 
Monitoring 
(Springer),  
DOI 
10.1007/s13349
-019-00349-4

2019 年 8 月 国際
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掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名）

発表時期 国 際 ・

国 内 の

別

防災拠点建物を対象と

したリアルタイム耐震

診断システムの社会実

装－市役所庁舎へのシ

ステム導入とその運用

状況

林和宏，齊藤大

樹

日本地震工学会

論文集 , Vol.19, 
No.5, pp.378-
387 

2019 年 9 月 国内

Structural control: 
Then and now 

A. Nishitani Japan 
Architectural 
Review Vol.2, 
Issue 3 

2019 年 5 月 国際

Research project toward 
enhancement  of 
resilience for Tokyo 
Metropolitan area: 
Preparing for seismic 
event in Tokyo 

A.Nishitani,
K.Kajiwara,
T.Nagae,
T.Inoue,
K.Kusunoki,
I.Nakamura,
M.Kurata,
Y.Kawamata,
E.Sato,
K.Hayashi,
M.Morii,
R.Okazawa,
K.Okada,
M.Shiraishi

ANCRiSST 2019 
Procedia 
(14th 
International 
Workshop on 
Advanced Smart 
Materials & 
Smart Structures 
Technology) 

2019 年 6 月 国際

鉄筋コン ク リー ト造

PCaトールゲート屋根

スラブの交通振動  に
よる劣化のモニタリン

グに関する技術提案

蘇振東、大久保

孝昭、寺本篤史、

伊藤佑治、西谷

章、江尻憲泰、高

尾秀幸

日本建築学会技

術報告集

Vol.26、No.63 

2020 年 6 月

（掲載決定） 

国内

Cubic spline 

Interpolation based 

estimation of all story 

seismic response 

with acceleration 

measurement at a 

limited number of floors 

K. Kodera,

A. Nishitani,

Y. Okihara

Japan 

Architectural 

Review 

2020 年 4 月

（掲載決定） 

(DOI: 

10.1002/2475-

8876.12155) 

国際
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3)マスコミ等における報道・掲載

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名）

発表時期 国 際 ・

国 内 の

別

Triple nitrogen-vacancy 
centre fabrication by 
C5N4Hn  ion 
implantation 

M.Haruyama,
S.Onoda,
T.Higuchi,
W.Kada,
A.Chiba,
Y.Hirano,
T.Teraji,
R.Igarashi,
S.Kawai,
H.Kawarada,
Y.Ishii,
R.Fukuda,
T.Tanii, J.Isoya,
T.Ohshima,
O.Hanaizumi

Nature 
Communications 
10 (2019) 2664.

2019 年 6 月 国際

報道・掲載された成果

（記事タイトル）

発表者氏名 発表した場所

（新聞名・TV 名） 
発表時期 国際・

国内の

別

「震度 7」連発でも使え

る庁舎へ

楠 浩一 日経アーキテク

チュア

2020 年 1 月

9 日 

国内

世界最大の耐震実験施

設「Ｅ－ディフェンス」

とは？

中村いずみ 毎日放送「News 
ミント！」

2020 年 1 月

9 日 

国内

ネット配信：世界最大の

耐震実験施設「Ｅ－ディ

フェンス」とは？

中村いずみ 毎日放送「News 
ミント！」

2020 年 1 月

16 日 

国内

阪神・淡路大震災から 25
年報道特別番組「進化の

軌跡」

中村いずみ 毎日放送「News 
ミント！」スペシ

ャル

2020 年 1 月

17 日 

国内

サイエンス BOX 追う

住まいの安全性「家具の

転倒怖さ」

佐藤栄児 読売新聞 2020 年 1 月

23 日 

国内




