
・東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）設立 (2001/04/01)
・第1回ICUS/INCEDEオープンレクチャ「都市基盤安全工学国際センター発足のご挨拶」 (2001/05/22)
・生研公開 (2001/06/07-08)
・ICUS 都市安全ワークショップ.（アジア工科大学） (2001/09/21-22) 
・都市安全工学セミナー（東京大学生産技術研究所）(2001/12/11)
・第2回ICUS/INCEDEオープンレクチャ「都市の安全を考える—21世紀の安全な都市をめざして—」
(2002/01/24)

ICUS設立メンバー

２００１年度



・生研公開 (2002/06-07)
・RC39 サステナブル都市システム研究委員会発足 (2002.06/26)
・第3回ICUS/INCEDEオープンレクチャ「都市の熱環境—ヒートアイランドはどのような災害をもたらすか
— (2002/10/07) 
・第1回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム
@バンコク・タイ王国 (2002/10/28) 
・アジア工科大学にRegional Network Office(RNUS)開設 (2002/10/29)
・BUETとの研究協力式 (20030/2/21)
・BESとの研究協力式 (2003/02/21)
・第4回ICUS/INCEDEオープンレクチャ「21世紀アジアの巨大都市における水問題」 (2003/03/11)

第一回国際シンポジウム（バンコク/タイ王国）

２００2年度

RNUSの開設 (AIT/タイ王国)



・生研公開 (2003/06/05-06)
・第5回ICUS/INCEDEオープンレクチャ「都市火災とその安全対策—都市火災の教訓と対策を考える—」
(2003/07/03) 
・第2回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム
＠東京大学・日本 (2003/10/30-31) 

第２回国際シンポジウム終了後の集合写真（東京大学/日本）

２００3年度



・第6回ICUSオープンレクチャ「世界と日本 平和と防災」 (2004/04/09)
・生研公開 (2004/06/06-07) 
・第7回ICUSオープンレクチャ 「地球規模災害の予測と対策—アジア—」 (2004/09/04) 
・第3回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム
@Agra・India (2004/10/18-19) 
・インド工科大学・カンプール校との協力協定式 (2004/10/20)
・千葉研究所公開 (2004/11/12)
・第8回ICUSオープンレクチャ「地震・台風・火災—災害現場からのメッセージ」(2005/02/28)
・National University of Singapore（NUS）とNanyang Technological University(NTU)と研究協定
(2005/03/28,29) 

第３回国際シンポジウムで訪れたタージマハール宮殿（アグラ/インド）

２００4年度

第３回国際シンポジウムにてTVインタビューを受ける魚本センター長



・シンガポール国立大学・ナンヤン工科大学との協力協定式 (2005/04/20) 
・生研公開 (2005/06/02-03) 
・第9回ICUSオープンレクチャ「我が国の構造物と安全性」(2005/09/29) 
・第4回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム
@NTU・シンガポール (2005/10/18-19) 
・千葉実験所公開 (2005/11/11) 
・メンテナンス・テクノショー2005に出展(2005/11/15-18) 
・港湾技術研究所との協力協定式 (2006/01/03)
・震災対策技術展に出展 (2006/2/2-3)
・第10回ICUSオープンレクチャ「科学・安全技術のコミュニケーション」(2006/03/16)

第４回国際会議・USMCA200５

@シンガポール

２００５年度

フランス公共事業連盟による

視察風景

メンテナンス・テクノショー
2005に出展

RC39での会議風景



・生研公開(2006/06/01-03)
・タン博士が日本学術振興会の2006年研究者交流事業でICUSに短期滞在(2006/06/10-24)
・バングラデシュ工科大学訪問(2006/06/14-19)
・国立高雄第一科技大学營建工程系研究所訪日団がICUSを見学(2006/08/15)
・第11回ICUSオープンレクチャ「建築物衛生の危機管理のあり方」(2006/09/25)
・タイ王国工学部長会議一行がICUSを訪問(2006/10/23)
・タイ王国タマサート大学国際工学部との協力協定締結(2006/10/25)
・千葉実験所公開(2006/11/10)
・第5回アジア地域の巨大都市における安全性向上のための新技術に関する国際シンポジウム
@Phuket, Thailand (2006/11/16-17)
・第1回生研同窓会がバンコクで開催される(2007/02/26)
・チュラロンコン大学チュラユニサーチでワークショショップ開催(2007/02/27)
・RC39活動終了(2007/03/28)

魚本センター長(左)とタン博士

２００６年度

タイ王国工学部長会議一行来所バングラデシュ工科大学訪問 第5回国際会議・USMCA2006 @Phuket, Thailand



・RC58 日本社会に適したBCM (Business Continuity Management) 研究委員会発足 (2007/04-)
・第12回ICUSオープンレクチャ「ICUSの活動—これまでの道のり、これからの展望」(2007/04/25)
・生研公開(2007/05/31, 06/01-02)
・Center for Public Safety Research Tsinghua University と研究協定 (2007/06/29)
・タイ科学週間に出展(2007/08/08-19)
・芝浦工業大学ICUSルーム見学(2007/08/31)
・東大病院総合防災訓練実施(2007/09/04)
・第13回ICUSオープンレクチャ「都市基盤の安全のために—危機管理・防災と情報」(2007/10/02)
・千葉実験所公開(2007/11/09)
・第6回アジア地域の巨大都市における安全性向上のための新技術に関する国際シンポジウム
@Dhaka, Bangladesh (2007/12/09-10)

清華大学代表団の来所

２００7年度

タイ科学週間への出展
@バンコク・タイ王国

東大病院総合防災訓練の実施 第6回国際会議・USMCA2007@Dhaka,Bangladesh



・ALOS利用協議会(2008/04/22)
・第14回ICUSオープンレクチャ「地球温暖化は都市にどのような影響を及ぼすか？」(2008/05/09)
・生研公開(2008/05/29—31)
・RC62社会基盤施設の老朽化に伴う性能低下の評価技術に関する研究委員会発足 (2008/06/24)
・日韓タイ合同セミナー@バンコク、タイ(2008/07/03—04)
・港湾技術研究所見学(2008/08/22)
・東大病院総合防災訓練実施(2008/09/09)
・第15回ICUSオープンレクチャ「交通・物流拠点としての港湾・空港戦略」(2008/10/06)
・世界地震工学会議に出店(2008/10/12—17)
・第7回アジア地域の巨大都市における安全性向上のための新技術に関する国際シンポジウム
@Beijing, China (2008/10/21—22)
・都市における交通工学ワークショップ(2008/11/11)
・第2回生研同窓会 (2008/11/12)
・RC58終了

生研公開

２００8年度

日韓タイ合同学生セミナー
@バンコク、タイ王国

港湾技術研究所見学 第７回国際会議・USMCA2008 
@Beijing,China

第14回世界地震工学会議に出展



・第16回ICUSオープンレクチャ「都市環境向上への地盤工学の取組み」(2009/04/06)
・日本リモートセンシング学会後援 (2009/05/21)
・生研公開 (2009/05/29-30)
・首都高ウォッチィング (2009/06/09)
・ICUS学生セミナー (2009/06/25)
・RC67環境配慮型社会へのCSR活動とその評価に関する研究委員会発足 (2009/06-)
・第2回日韓タイ合同学生セミナー (2009/07/06-07)
・第三者評価委員会 (2009/08/04-05)
・第8回アジア地域の巨大都市における安全性向上のための新技術に関する国際シンポジウム
(USMCA2009) ＠Incheon・Korea (2009/10/15-16)
・第17回ICUSオープンレクチャ「安全・安心だけでないまちづくり-重要伝統的建造物群保存地区の耐
震対策-」(2009/11/04)
・大橋ジャンクション見学会 (2010/01/26)

首都高ウォッティング

２００9年度

第三者評価委員会 大橋ジャンクション見学第8回国際会議・USMCA2009見学会
＠仁川市・韓国



・ナンヤン大学・ICUSセミナー@生研 (2010/04/26)
・第18回ICUSオープンレクチャ「交通安全とITS」(2010/04/27)
・東大・清華ウィーク (2010/05/12—14)
・生研公開 (2010/06/03—05)
・ICUS学生セミナー (2010/07/13)
・第3回日韓タイ合同学生セミナー (2010/07/29—30)
・第9回アジア地域の巨大都市における安全性向上のための新技術に関する国際シンポジウム
(USMCA2010) ＠神戸市・日本 (2010/10/13—15)
・第19回ICUSオープンレクチャ「建設産業の将来像—海外・環境戦略と産業構造—」(2010/11/10)
・第３回タイ生研同窓会セミナー (2010/11/27)
・モンゴル研究者来日 (2011/01/14—21)
・RC62 終了

ナンヤン大学（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）・
ICUSセミナー ＠IIS

２０１０年度

ICUS学生セミナー
RNUS/ICUSセミナー・
タイ生研同窓会＠タイ王国

第９回国際会議・USMCA20１０ ＠神戸市・日本 モンゴル研究者来日



・3.11会議発足 (2011.03.25)
・第20回ICUSオープンレクチャ「持続可能な都市システムの構築を目指して—ICUSの展望とアジアに
おける役割—」「東日本大震災緊急報告会」 (2011/04/21)
・首都高ウォッチイング(2011/05/20)
・RC67最終報告会 (2011/06/02)
・生研公開 (2011/06/02-04)
・日韓泰3国合同学生セミナー（4th Joint Student Seminar on Civil Infrastructures）(2011/08/01-02)
・第10回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム
@ Chiang Mai, Thailand (2011/10/12-14)
・第21回ICUSオープンレクチャ「持続可能な都市システムの構築をめざして」 (2011/10/31)
＠北海道大学
・マケドニアからの訪問者 (2012/02/01)

3.11会議＠IIS

２０１１年度

RC67最終報告会
第10回国際会議・USMCA20１1
＠Chiang Mai, Thailand生研公開



・第22回ICUSオープンレクチャ「復興を俯瞰してかんがえる」(2012/04/16)
・第23回ICUSオープンレクチャ「経験の共有：震災復興・連続シンポジウム第1回」 (2012/05/20)
・生研公開 (2012/06/01—02)
・RC81 大規模水害に備えた都市づくり研究委員会発足(2012/05—)
・土木技術者女性の会に共催 (2012/06/22)
・鉄道総研見学 (2012/07/18)
・第24回ICUSオープンレクチャ「福島の現状：復興課題を共有する」(2012/07/28)
・日韓泰3国合同学生セミナー（5th Joint Student Seminar on Civil Infrastructures）(2012/08/20-21)
・WCEE(World Conference of Earthquake Engineering)@Lisbon Portugal ブース展示(2012/09/24—28)
・第11回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム
＠Ulaanbaatar, Mongolia (2012/10/10-12)
・Japanese Technical Support Lectures: Introduction to adaptive technologies in disaster management @YTU 全7回開催
（2012/12/04-06, 18-20, 2013/01/07-08, 15-17, 29-31, 02/19-21, 03/15）
・ミャンマーから訪問者（YTU&MTU）(2013/01/28-31)
・第25回ICUSオープンレクチャ「高密度居住を考える」 (2013/03/04)
・タイ生研同窓会セミナー（2013/03/16）
・第26回ICUSオープンレクチャ「南三陸町の現状と課題：市民目線から」 (2013/03/24)

RC81 第1回会議

２０１２年度

土木技術者女性の会＠IIS 第11回国際会議・USMCA20１2 ＠Ulaanbaatar, Mongolia ミャンマー(YTU)からの訪問者



・生研公開 (2013/05/31-06/01)
・合同学生セミナー（6th Joint Student Seminar on Civil Infrastructures）(2013/08/06－07)
・GIS and RS lectures in Yangon, Myanmar@YTU 全4回開催(2013/08/12-15, 20-22, 09/03-05, 10-12)
・第12回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム
＠Hanoi, Vietnam (2013/10/09-11)
・第27回ICUSオープンレクチャ「原子力緊急時対応システムに関する研究紹介」(2013/12/07)
・タイ生研同窓会セミナー(2014/01/04)
・ミャンマー同窓会セミナー・YTU訪問 (2014/01/05—06)
・10th Asia-Pacific Seminar＠Yangon に共催 (2014/01/08)
・第28回ICUSオープンレクチャ「時代の潮流を踏まえた防災まちづくりのありかた・進め方
—地域の多様性への対応と普遍化— (2014/02/03)

ミャンマー生研同窓会セミナー

２０１3年度

YTU訪問＠YTU第12回USMCA20１3 ＠Hanoi, Vietnam / Ha Long Bay 10th Asia-Pacific Seminarに参加
＠Yangon



・SATREPS Project 「ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築」活
動開始（JSTのみ）（2014/05/01-）
・ベトナムから訪問者（NUCE）(2014/05/28)
・生研公開 (2014/06/06-07)
・首都高速道路の維持管理現場見学(2014/07/29)
・第29回ICUSオープンレクチャ「原子力防災システムに関する研究紹介」 (2014/09/03)
・SIP Project「インフラアセットマネジメントの戦略的国際展開」開始 (2014/10-)
・第13回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム
＠Yangon, Myanmar (2014/11/03-05) 
・タイ生研同窓会セミナー (2014/11/01)
・ミャンマー生研同窓会セミナー (2014/11/02)
・第一回SIPセミナー@Bangkok (2015/03/11)
・第二回SIPセミナー@Hanoi (2015/03/17)

首都高速道路の維持管理現場見学

２０１４年度

SATREPS プロジェクト事前会議 SIP セミナー
＠Bangkok（left),Hanoi(right)

第1３回国際会議・USMCA20１４
＠Yangon, Myanmar



・SATREPS Project 「ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築」活動開始（JICA）(2015/04/09—）
・生研公開 (2015/06/05—06)
・外部評価会 (2015/06/10)
・第30回ICUSオープンレクチャ「未経験の復興状況を前提とした「復興準備」の在り方を考える」 (2015/07/04)
・合同学生セミナー（7th Joint Student Seminar on Civil Infrastructures）(2015/08/19—20)
・ANZEN-SATREPS 第一回 JCC会議＠Nay Pyi Taw, Myanmar (2015/09/18)
・中国から訪問者（清華大学）(2015/10/13—16)
・第14回アジア地域の巨大都市における安全性向上のため新技術に関する国際シンポジウム＠Kathmandu, Nepal (2015/10/29-31) 
・ミャンマーから訪問者 (YTU) (2015/11/09-15)
・タイ生研同窓会セミナー (2015/12/10)
・ミャンマー生研同窓会セミナー (2015/12/11)
・ICSE@YTUに参加 (2015/12/12—13)
・CODE2015 開催 (2015/12/14—15)
・第3回SIPセミナー＠Cambodia (2016/03/01-02)
・清華ウィークでセミナー開催 (2016/03/09)
・第31回ICUSオープンレクチャ「これからの都市基盤安全工学を展望する」 (2016/03/17)

ANZEN-SATREPS JCC会議＠
Myanmaｒ

２０１５年度

外部評価会 CODE2015第1４回国際会議・USMCA20１５
＠Kathmnandu, Nepal

清華大学教職員来日



・第7回ANZEN－SATREPS総会 (2016/04/17)
・Qatar University とMOU調印式 (2016/04/28)
・(ANZEN-SATREPS Yangon Technological University(YTU)関係者4名を短期研修で受け入れ（交通関連）(2016/05/09-29)
・第32回ICUSオープンレクチャ：—未経験の復興状況を前提とした「復興準備」のあり方を考える— (2016/05/28)
・ANZEN-SATREPS Yangon Technological University(YTU)関係者4名を短期研修で受け入れ（GIS関連）(2016/06/01-21)
・生研公開 (2016/06/03-04)
・ANZEN-SATREPS短期研修生研究発表会@生研 (2016/06/20)
・ANZEN-SATREPS 第2回JCC会議開催＠Nay Pyi Taw, Myanmar (2016/06/13)
・第8回ANZEN－SATREPS総会 (2016/09/29)
・ANZEN-SATREPS YTU関係者3名を短期研修で受け入れ（水関連）(2016/10/16-12/28)
・USMCA2016 Tacloban, Philippine (2016/11/07-09)
・第33回ICUSオープンレクチャ：社会システムにおける数理最適化の展望 —数理工学の葉店が導く21世紀社会— (2016/12/02)
・タイ同窓会セミナー開催＠
・7th ICSE(The 7th International Conference Science and Engineering)に参加発表＠YTU (2016/12/10-11)
・第1回学生セミナー@YTU (2017/02/22)
・第34回ICUSオープンレクチャ：—未経験の復興状況を前提とした「復興準備」のあり方を考える3－「復興まちづくりイメージトレーニング」の
到達点と今後の展望 (2017/02/24)
・YTU幹部（学長、学科長）を招聘 研究打合せ等 (2017/03/06—10) 
・SIP・ICUS合同オープンレクチャ 日泰合同学生セミナー開催@Chulalongkorn 大学 タイ生研同窓会開催@Bangkok 市内 (2017/03/21)

ANZEN-SATREPS JCC会議＠Myanmaｒ

２０１６年度

第３６回オープンレクチャ 第1５回USMCA20１６＠Tacloban, Philippine タイ生研同窓会セミナー・同窓会@バンコク



・第2回学生セミナー@ YTU (2017/04/03)
・第9回ANZEN－SATREPS総会 (2017/04/26)
・ANZEN-SATREPS Yangon Technological University(YTU)関係者2名を短期研修で受け入れ（建物・GIS関連） (2017/05/31—06/21)
・生研公開 (2017/06/02-03)
・第3回学生セミナー＠YTU (2017/06/21)
・第4回学生セミナー＠YTU (2017/07/28)
・The 8th Asia and Pacific Young Researchers and Graduates Symposium (YRGS2017)開催@生研 (2017/09/07—08)
・ANZEN-SATREPS Yangon Technological University(YTU)関係者2名を短期研修で受け入
（インフラ関連）(2017/10/02—11/30)
・ANZEN-SATREPS 第3回JCC会議@ Nay Pyi Taw, Myanmar (2017/10/26)
・第5回学生セミナー@ YTU (2017/10/27)
・USMCA2017 仙台、日本 (2017/11/26-28)
・第1回日緬合同学生セミナー/第6回学生セミナー@YTU (2017/12/13)
・YTUと工学部のMOU調印式＠YTU (2018/02/20)
・第7回学生セミナーin YTU (2018/02/22)
・ANZEN-SATREPS中間評価会 (2018/03/15)

ANZEN-SATREPS JCC会議
＠ Myanmaｒ

２０１７年度

YRGS2017@IIS 第1回（第6回）日緬合同学生セミナー

＠YTU, Myanmar
第16回国際会議・USMCA20１7
＠仙台, 日本



・第10回ANZEN－SATREPS総会 (2018/04/27)
・ANZEN-SATREPS Yangon Technological University(YTU)関係者2名を短期研修で受け入れ（水関連）(2018/05/05-06/02)
・生研公開 (2018/06/08—09)
・第8回学生セミナーin YTU (2018/07/08)
・第9回学生セミナーin YTU (2018/08/08)
・第2回日緬学生合同セミナー：リモートセンシングに置けるディープランニングの応用（パート1）に関するセミナー@生研
(2018/09/09-16)
・ANZEN-SATREPS 第4回JCC会議@YTU (2018/10/26)
・RS/GISセンター開所式（YTU内に設立）(2018/10/30)
・第10回学生セミナーin YTU (2018/10/31)
・第11回学生セミナーin YTU (2018/12/07)
・USMCA2018 IIIT Hyderabad, India (2018/12/12—14)
・第12回学生セミナーin YTU (2019/02/14)
・ミャンマー生研同窓会及びセミナー (2019/02/23)
・タイ生研同窓会およびセミナー (2019/03/16)
・第3回日緬学生合同セミナー：リモートセンシングに置けるディープランニングの応用（パート2）に関するセミナー (2019/03/26)

ANZEN-SATREPS JCC会議
＠ Myanmaｒ

２０１8年度

第10回学生セミナー＠YTU, Myanmar タイ生研同窓会セミナー@タイ王国第17回国際会議・USMCA20１8
＠Hyderabad, India



・ANZEN-SATREPS年次報告会（2019/04/26）
・第11回ANZEN－SATREPS総会 (2019/04/26)
・生研公開 (2019/06/01-02)
・第12回学生セミナーin YTU (2019/07/17)
・8th Joint Student Seminar on Civil Infrastructures＠AIT (2019/09/12—13)
・ANZEN-SATREPS 第5回JCC会議@ Nay Pyi Taw, Myanmar (2019/10/01)
・第35回ICUSオープンレクチャ －第一回路面下空洞対策連絡会— (2019/11/13)
・－第一回路面下空洞対策連絡会— 実物大見学会実施@埼玉大学 (2019/11/14)
・USMCA2019 YTU, Yangon, Myanmar (2019/12/09-10)
・ミャンマー生研同窓会 (2019/12/10)
・USMCAテクニカルツアー@Bagan, Myanmar (2019/12/11-12)
・タイ生研同窓会セミナー (2019/12/13)
・YTUと生研のMOU (2020/02/11)
・The Joint Seminar on Remote Sensing & GIS in collaboration with YTU, MTU and U Tokyo@ Mandalay (2020/02/13)
・ANZEN-SATREPS 合同成果発表会は、COVID-19のため延期

8th Joint Student Seminar on Civil Infrastructures
＠AIT, Thailand

２０１9年度

第35回ICUSオープンレクチャー/
実物大試験道路見学会＠埼玉大学構内

第18回国際会議・USMCA20１9 ＠Yangon, Myanmar



・SATREPS Project 「ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築」最終評価会
【オンライン】目黒先生、関本先生、川崎先生、沼田先生 (2020/08/11）

・SGU定例会【オンライン】前年度の活動報告・今年度の見通し(2020/09/24)
・ICUS 外部評価会【オンライン】評価委員：西川智先生（名古屋大学教授）、山口宏樹
（一般社団法人国立大学協会専務理事）、大山達雄先生 (政策研究大学院大学名誉教授) (2020/10/08)
・第36回ICUSオープンレクチャ—第二回路面下空洞対策連絡会- 及び見学会【ハイブリッド】＠埼玉大学
(2020/12/03) 見学会現地91名、シンポジウム現地80名、オンライン100名
・合同学生セミナー（9th Joint Student Seminar on Civil Infrastructures）【オンライン】(2020/12/8-10) RNUS,AITとの
共同開催 36パネル発表、延べ132名参加
・第36回ICUSオープンレクチャ、9th Joint Student Seminar on Civil Infrastructuresが、生研ニュース２月号に掲載
・第37回ICUSオープンレクチャ【オンライン】（2021/03/16)

外部評価会【オンライン】

２０20年度

第36回ICUSオープンレクチャー/
実物大試験道路見学会＠埼玉大学構内【ハイブリッド】

9th Joint Student Seminar on Civil Infrastructures
【オンライン】
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