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研究概要

建築力学研究室
Mechanics of Building Structures Laboratory
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滑り面に特殊な表面加工技術を施した滑り型免震支承の開発をめ
ざしています。表面加工技術の1つである溶射を利用して、滑り面に
はステンレスあるいはモリブデンを溶射します。

I am developing the sliding base-isolators with a special 
surface processing technology on the sliding surface. The 
sliding surface is sprayed with stainless steel or molybdenum 
using thermal spraying, which is one of the surface 
processing techniques.

建築力学を建築構造物に応用した研究をしています。具体的には、
免震装置、制震装置、建築構造物の形態創生、および、建築構造物
のシステム同定に関して研究しています。

My study is applying structural mechanics to building structures. 
Specifically, I am studying on seismic base-isolation devices, 
seismic control devices, computational morphogenesis of 
building structures, and system identification of building 
structures.

細胞の性質を応用することにより、建築物をデザインしています。
将来的には、力学的に優れて形態がユニークな建築物の創生をめ
ざしています。

I design buildings by applying the characteristic of cells. In 
the future, I aim at the creation of a structurally superior and 
unique in form.

建築力学を建築構造物に応用した研究
Study that applied structural mechanics to building structures
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担当教員

小野 聡子
ONO Satoko

Subject Teacher

◆免震装置（滑り免震支承）

◆制震装置（摩擦ダンパー）
Base-Isolator ( Sliding Base-Isolator )

Damper ( Friction Damper )

◆形態創生（最適構造設計）

◆損傷同定（システム同定）

Computational Morphogenesis 
( Optimal structural design )

Damage Identification ( System Identification )

教授・大学院教授
Professor・Professor at Graduate School

職  位
Position

社会環境科学コース
Social Environmental Science Course

大学院
Graduate School

博士（工学）
Doctor of Engineering
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Degree

静定構造力学 Ⅰ 及び演習 など
Analysis for Statically Determinate Structure Ⅰ and
Exercises etc

担当講義科目
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satoko@fuk.kindai.ac.jpe-mail
ONO Satoko
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形態創生結果の一例 指導した学生の入選作品
［形態創生コンテスト（プレゼンの一部）］
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