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１０.海外への渡航者 

外 国 出 張 者 

氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担

森田高市 2005.10.1 
～2006.9.30 

米国 加速度計およびワイヤレスセンサーによるヘルスモニタリン

グ

運営費交付金

芝崎文一郎 2006.4..2 
～2006.4.9 

オーストリア ヨーロッパ地球物理連合2006年総会出席 科学研究費補助金

(日本学術振興会)

萩原一郎 2006.4.4
～2006.4.16 

米国 性能規定の科学的基盤ワークショップ及び ISO TC92 SC4(火
災安全工学)国際委員会出席

運営費交付金

成瀬友宏 2006.4.10
～2006.4.15 

米国 ISO TC92 SC3(火災時における毒性危険) 会議出席 運営費交付金

鹿嶋俊英

高橋雄司

2006.4.16
～2006.4.23 

米国 第8回米国地震工学会議出席および研究発表 運営費交付金

林 吉彦 2006.4.30
～2006.5.8 

イタリア ISO TC92 SC1(火災の発生と成長)国際委員会出席 運営費交付金

岩田 司 2006.5.11 
～2006.5.16 

中国 2006年環境共生都市計画国際討論会出席 運営費交付金

同済大学

齊藤大樹

岩田善裕

2006.5.14
～2006.5.22 

米国 第38回UJNR耐風・耐震構造専門部会合同部会出席 運営費交付金

森田高市

岡崎太一郎

(客員研究員)

2006.5.14 
～2006.5.21 

米国 第38回UJNR耐風・耐震構造専門部会合同部会出席 運営費交付金

杉山 央 2006.5.27
～2006.6.4 

カナダ 第 8 回 CANMET/ACI コンクリート技術の最近の進歩に関す

る国際会議及び第 7 回 CANMET/ACI コンクリートの耐久性

に関する国際会議への出席

運営費交付金

田村昌仁 2006.5.27
～2006.6.3 

米国 第16回国際沿岸海洋会議出席 運営費交付金

森田高市 2006.5.28
～2006.5.31 

米国 The Smart Materials and Structure 国際ワークショップ及び

ANCRiSST 2006 理事会出席

運営費交付金

加藤博人 2006.6.4
～2006.6.24 

イタリア

ルーマニア

第2回fib国際会議(2nd International fib Congress)出席及びルー

マニア地震災害軽減計画プロジェクト短期派遣専門家

運営費交付金

JICA

藤井雄士郎 2006.6.4
～2006.6.18 

ベルギー 国際津波トレーニングコースへの参加、視察と研究発表 運営費交付金

楢府龍雄 2006.6.5
～2006.6.14 

インドネシア インドネシア国ジャワ島中部地震災害復旧復興支援ニーズア

セスメント調査

JICA

足永靖信 2006.6.11 
～2006.6.18 

スウェーデン 第 6 回都市気候国際会議(The 6th International Conference on 
Urban Climate)出席

運営費交付金

阿部敏雄

(重点研究支援協力員)

2006.6.12 
～2006.6.18 

スウェーデン 第 6 回都市気候国際会議(The 6th International Conference on 
Urban Climate)出席

運営費交付金

萩原一郎 2006.6.22
～2006.7.1 

インドネシア インドネシア・集合住宅適正技術開発フォローアッププロジ

ェクト短期派遣専門家

JICA

楢府龍雄 2006.7.8
～2006.7.31 

インドネシア 「インドネシア建築基準とアチェ復興プロジェクト

(CSRRP)に関するアドバイス業務及びトレーニング活動」に

関する委託業務関連の研究開発業務

所外予算

(世界銀行)

藤井雄士郎 2006.7.9
～2006.7.16 

シンガポール アジア・大洋州地球科学会(AOGS)への参加及び研究発表 運営費交付費

海外への渡航者
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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担

成瀬友宏 2006.7.19 
～2006.7.22 

中国 台湾における防火試験法に関する会議での講師 中華防火材料協会

運営費交付金

朴 同天 2006.7.19 
～2006.7.22 

韓国 COMSOL MULTIPHYSICS(有限要素解析)基本教育への参加 科学研究費補助金

(日本学術振興会)

河合直人 2006.8.6
～2006.8.12 

米国 第9回世界木質工学会議(WCTE2006)出席 所外予算

(防災科学技術研究

所)

中島史郎

中川貴文

2006.8.6 
～2006.8.12 

米国 第9回世界木質工学会議(WCTE2006)出席 運営費交付金

楢府龍雄 2006.8.8
～2006.8.20 

ペルー ペルー・低コスト耐震性住宅技術研修・普及プロジェクト短

期派遣専門家

JICA

古川信雄 2006.9.2
～2006.9.13 

スイス

フランス

第1回 ヨーロッパ地震工学・地震学会議 出席及びUNESCO
訪問

運営費交付金

鹿嶋俊英 2006.9.2
～2006.9.10 

スイス 第1回 ヨーロッパ地震工学・地震学会議 出席 運営費交付金

Sos Margaryan 2006.9.3 
～2006.9.10

スイス 第1回 ヨーロッパ地震工学・地震学会議 出席 科学研究費補助金

(日本学術振興会)

楢府龍雄 2006.9.3
～2006.9.17 

スイス

トルコ

第1回 ヨーロッパ地震工学・地震学会議 出席及び振興調整

費「地震防災に関するネットワーク型共同研究」打ち合せ

受託経費

(振興調整費)

齊藤大樹 2006.9.10
～2006.9.24 

ルーマニア ルーマニア・地震災害軽減計画プロジェクト短期派遣専門家 JICA

濱崎 仁 2006.9.11 
～2006.9.22 

イタリア イタリアにおける歴史的な組積造建築と RC 建築の構造・材

料と修復に関する調査

名古屋市立大学

福山 洋 2006.9.11 
～2006.9.27 

エルサルバ

ドル

エルサルバドル・耐震普及住宅の建築普及技術改善プロジェ

クト短期派遣専門家

JICA

本橋健司 2006.9.12
～2006.9.17 

カナダ RILEM総会および関連会議出席 運営費交付金

成瀬友宏 2006.9.27
～2006.10.5 

米国 CIB WG14/TG50 Joint Symposium on Tall Building and Fire出
席・論文発表及び研究打ち合せ

運営費交付金

高橋雄司 2006.10.1
～2008.3.31 

米国 地震対策の普及促進を目的とするデリバティブの開発(長期

派遣研究員)

運営費交付金

大澤元毅

桑沢保夫

2006.10.2
～2006.10.8

カナダ 日加住宅Ｒ＆Ｄワークショップ(第7回)出席・論文発表及び、

研究計画打ち合せ

運営費交付金

羽原宏美

(重点研究支援協力員)

2006.10.1 
～2006.10.8 

カナダ 日加住宅Ｒ＆Ｄワークショップ(第7回)出席・論文発表及び、

研究計画打ち合せ

運営費交付金

戸倉三和子

(重点研究支援協力員)

2006.10.2 
～2006.10.6 

カナダ 日加住宅Ｒ＆Ｄワークショップ(第7回)出席・論文発表及び、

研究計画打ち合せ

科学研究費補助金

楢府龍雄 2006.10.8 
～2006.10.15

インドネシア インドネシア・ジャワ島中部地震災害復興支援プロジェクト

短期派遣専門家

JICA

本橋健司 2006.10.9 
～2006.10.11

韓国 石綿規制動向及び分析方法国際シンポジウムでの講演 韓国化学試験研究院

運営費交付金

萩原一郎 2006.10.14 
～2006.10.20

ニュージー

ランド

国際火災フォーラム会議出席 運営費交付金

三浦尚志 2006.10.17 
～2006.10.22

フランス ISO TC205「建築環境設計」国際委員会出席 運営費交付金

海外への渡航者
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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担

岡田 恒

(客員研究員)

2006.10.22 
～2006.10.29 

中国 第7回日中建築構造技術交流会出席 運営費交付金

田村昌仁 2006.10.22 
～2006.11.5 

ルーマニア ルーマニア・地震災害軽減計画プロジェクト短期派遣専門家 JICA

大澤元毅 2006.10.26
～2006.10.29

中国 国際室内空気品質検討会における講演・情報交換 (財)中華物業管理協

会

横井俊明 2006.11.6
～2006.11.10 

タイ アジア地震学会議(ASC)総会及びシンポジウム出席 (社)日本地震学会

運営費交付金

原 辰彦 2006.11.6
～2006.11.10 

タイ 地震・津波災害の対策と軽減シンポジウム出席及び論文発表 運営費交付金

小山 信 2006.11.12 
～2006.11.24 

エルサルバ

ドル

エルサルバドル・耐震普及住宅の建築普及技術改善プロジェ

クト短期派遣専門家

JICA

中島史郎

河合直人

2006.11.22 
～2006.11.26 

カナダ 日加科学技術協力協定に基づく国際共同研究「軸組構造の信

頼性設計法の開発」に関する研究打ち合わせ

ブリティッシュ・コ

ロンビア大学

齊藤大樹 2006.11.26 
～2006.12.2 

中国 CIB/W114会議出席及び中国免震建物調査 (財)日本産業技術振

興協会

平光厚雄 2006.11.28 
～2006.12.8 

米国 第4回日米音響学会ジョイントミーティングへの出席論文発

表及び第35回国際騒音制御工学会議の出席

運営交付金

楢府龍雄 2006.12.3
～2006.12.14

インドネシア 文部科学省セミナー参加及びインドネシア、ジャワ島中部地

震災害復興支援プロジェクト短期派遣専門家

文部科学省

JICA

原 辰彦

藤井雄士郎

2006.12.10
～2006.12.17 

米国 米国地球物理学連合2006年秋季大会出席及び論文発表 運営費交付金

齊藤大樹 2007.1.14
～2007.2.3 

コロンビア コロンビア・短期派遣専門家 JICA

楢府龍雄 2007.1.28
～2007.2.5 

インド

ネパール

防災無償資金協力の提案案件評価調査団 JICA

萩原一郎 2007.2.1
～2007.2.10 

インドネシア インドネシア・集合住宅適正技術開発フォローアッププロジ

ェクト短期派遣専門家

JICA

上之薗隆志

福山 洋

森田高市

喜々津仁密

齊藤大樹

勅使川原正臣

(客員研究員)

2007.2.25 
～2007.3.1 

米国 次世代建築物に関する UJNR TC-B ワークショップ出席及び

研究打ち合わせ

運営費交付金

鹿嶋俊英 2007.2.25
～2007.3.11 

ルーマニア ルーマニア・地震災害軽減計画プロジェクト短期派遣専門家 JICA

楢府龍雄 2007.3.4
～2007.3.11 

ペルー ペルー・低コスト耐震性住宅技術研修・普及プロジェクト短

期派遣専門家

JICA

小山 信

山口修由

2007.3.14 
～2007.3.22 

トルコ 「地震防災に関するネットワーク型共同研究」に関する打ち

合わせ

受託経費

(振興調整費)

古川信雄 2007.3.15
～2007.3.19 

フランス ユネスコ建築住宅地震防災プロジェクト打ち合わせ 運営費交付金

福山 洋

諏訪田晴彦

2007.3.28 
～2007.3.30 

韓国 韓国(KOSEF)との二国間交流事業の共同研究打ち合わせ 預り金

(日本学術振興会)

海外への渡航者




