September 17, 2020

Publication of 17 WCEE Proceedings
As the spread of the COVID-19 has become a problem around the world, many countries are facing
health and economic issues. In addition, many of you are also being subjected to various restrictions in
your daily life, as movements inside and outside of the country, and visits and meetings with other people
are restricted. First of all, I would like to sincerely wish for the health of you, your family and colleagues,
and for an early resolution of the COVID-19 problem.
As mentioned in previous communications, the 17th World Conference on Earthquake
Engineering (17WCEE) was originally planned to be held from September 13 to 18, 2020, but due to
the COVID-19 problem, we, the 17WCEE Organizing Committee, decided to postpone the 17WCEE
by one year, to be held from September 27 to October 2, 2021, the 10th anniversary year of the 2011
Great East-Japan Earthquake and Tsunami Disaster in the same venue, in Sendai City, Miyagi Prefecture,
Japan. At the same time, we promised that the full papers submitted by the end of March 2020 will be
published as 2020 17WCEE Proceedings in September 2020.
I am very happy to inform you that delivering on this promise, the Proceedings has been
successfully published this month with the support of all 17WCEE related people. The 17WCEE
Organizing Committee would like to express sincere appreciation to those involved. The Proceedings
contains over 2,500 full papers submitted by the end of March 2020 after completing all registration
procedures by the deadline. Although the 17WCEE will be held in 2021, the papers published in the
Proceedings become the author's research achievements in 2020 and can be widely referred to and
utilized in the world.
Also, based on the one-year postponement of the conference, we will accept additional papers
and combine them with the 2020 17WCEE Proceedings, and publish them in September 2021 as 2021
17WCEE Proceedings.
The 17WCEE Organizing Committee will do its best to successfully hold the 17WCEE in
2021. We hope your continued understanding and cooperation and look forward to seeing you in
Sendai City or online, in September 2021.
Best regards,

Kimiro MEGURO
Chair, 17WCEE Organizing Committee
Professor, The University of Tokyo

17WCEE の論文集の発刊にあたって

新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延する中、多くの国々では健康上の問題と経済上の問題に
直面されていることと思います。また皆様におかれましても、国内外での移動や他の人々との面会や
会合が規制され、日常生活においても様々な制約を受けておられると思います。まずは、皆様とご家族
や同僚の方々の健康と新型コロナ問題の早期の解決をこころから祈願いたします。
ところで、第 17 回世界地震工学会議（17WCEE）組織委員会は新型コロナ問題を踏まえ、2020 年 9
月 13 日～18 日に宮城県仙台市での開催を予定していた 17WCEE を 1 年間延長し、東日本大震災の 10
周年にあたる 2021 年の 9 月 27 日～10 月 2 日に、同じ会場で開催することを決めました。同時に、2020
年 3 月までに提出いただいた Full Paper に関しては、2020 年 9 月に 17WCEE Proceedings として発刊す
ることをお約束していました。
このたび、17WCEE Proceedings が、皆様のご支援により無事発刊されることになりました。関係者
の皆様に深く感謝いたします。この Proceedings には、期限までに参加登録の手続きを全て済ませた上
で、2020 年 3 月までにご提出していただいた 2,500 編を越える論文が収録されています。17WCEE の
開催は 2021 年 9 月になりますが、この Proceedings に収録されている研究の成果は、2020 年の研究成
果として著者の実績になるとともに、広く世界でご活用いただけます。
なお、会議の 1 年間の延期を踏まえ、追加の論文を募集していますが、新しく追加された論文は 2020
年発刊の 17WCEE Proceedings と合本して 2021 年 9 月に発刊する予定です。
私たち 17WCEE 組織委員会は、2021 年の 17WCEE の開催と成功に向けて努力いたします。これま
でと変わらぬ皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
2021 年 9 月に、仙台市で、あるいはオンラインで、皆様に会い出来ることを楽しみにしております。

2020 年 9 月 17 日
17WCEE 組織委員会委員長
東京大学 教授
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