
海外への渡航者 

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 

齊藤大樹 2009.4.12 
～2009.4.18 

中国 中国耐震建築人材育成プロジェクト事前調査 JICA 

伊藤 弘 2009.4.18 
～2009.4.22 

中国 CIB 理事会出席 運営費交付金 

萩原一郎 2009.4.18 
～2009.4.26 

スウェーデン ISO TC92/SC4（火災安全工学）国際委員会出席 運営費交付金 

古川信雄 2009.4.26 
～2009.5.2 

ポルトガル 
フランス 

ヨーロッパ・地中海地震センターでの研究打合せ及び

第 2 回地震予知国際セミナー出席 
運営費交付金 

楢府龍雄 2009.4.25 
～2009.5.3 

パキスタン 南アジア地域における地震防災計画（ERRP）：リージ

ョナルワークショップ出席 
アジア防災センタ

ー 

吉岡英樹 2009.5.5 
～2009.5.10 

バングラデシュ ダッカ Bashundhara City Tower 火災調査 運営費交付金 

古川信雄 2009.5.11 
～2009.5.13 

中国 中国「耐震建築人材育成プロジェクト」Ｒ／Ｄ締結式

及び記者発表会出席 
運営費交付金 

五條 渉 2009.5.11 
～2009.5.17 

英国 第 26 回国際建築規制協力委員会（IRCC）出席 国土交通省 

林 吉彦 2009.5.24 
～2009.5.28 

韓国 湖西大学との共同研究に関する打合せ及び国際セミ

ナーでの講演 
運営費交付金 

福山 洋 
田尻清太郎 

2009.5.24 
～2009.6.8 

エルサルバドル エルサルバドル低・中所得者向け耐震住宅の建築技

術・普及体制改善プロジェクト短期専門家 
JICA 

澤地孝男 2009.5.26 
～2009.5.28 

韓国 Roomvent2009 における招待講演 Roomvent 主催者 

加藤博人 2009.6.3 
～2009.6.7 

イタリア ラクイラ地震被害建物被災度診断調査 イタリア政府 
運営費交付金 

林 吉彦 2009.6.7 
～2009.6.13 

スウェーデン ISO TC92/SC1（火災の発生と成長）国際委員会出席 運営費交付金 

澤地孝男 2009.6.7 
～2009.6.15 

スイス 
オランダ 

ISO TC163/TC205 Joint Working Group 及び IEA 
ECBCS Executive Committee(ExCo)出席 

建築・住宅国際機構

運営費交付金 

原 辰彦 2009.6.8 
～2009.6.14 

オーストリア 国際科学研究会議（ International Scientific Studies 
Conference, ISS09 Conference）出席 

運営費交付金 

横井俊明 2009.6.9 
～2009.6.13 

カザフスタン 「アルマティ市地震防災対策計画調査」第 2 回技術移

転セミナーでの講演 
JICA 

中島史郎 2009.6.11 
～2009.6.16 

オランダ CIB W115 第 3 回会合及び CMS2009 出席 運営費交付金 

中川貴文 2009.6.14 
～2009.6.21 

ギリシャ 歴史的組積造建築物の地震・微動測定 三重大学 

武藤正樹 2009.6.21 
～2009.6.26 

英国 コンクリート設計と施工に関わる革新技術について

の国際フォーラム出席 
運営費交付金 

伊藤 弘 
脇山善夫 

2009.6.25 
～2009.6.29 

米国 ISO TC98/SC3/WG11（荷重・力及びその他の作用）会

議出席 
運営費交付金 
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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担 

古川信雄 
小山 信 

2009.7.3 
～2009.7.10 

トルコ 第 2 回ユネスコ建築住宅地震防災プロジェクト会議

出席 
運営費交付金 

樋野公宏 2009.7.8 
～2009.7.16 

英国 英国における防犯配慮型開発の事例調査 運営費交付金 

鹿毛忠継 2009.7.16 
～2009.7.19 

中国 海外 PC 部材品質認定に関する技術指導 (社)プレハブ建築

協会 

齊藤大樹 2009.8.5 
～2009.8.15 

ペルー ペルー地震・津波減災技術プロジェクト調査団 JICA 

藤井雄士郎 2009.8.10 
～2009.8.16 

シンガポール アジア・大洋州地球科学会（AOGS）出席 科学研究費補助金

吉岡英樹 2009.8.12 
～2009.8.15 

中国 北京 TVCC 火災現地ヒアリング及び日中建築防火技

術研究交流セミナー出席 
東京理科大学 

古川信雄 2009.8.14 
～2009.8.21 

トルコ コジャエリ国際地震シンポジウム 2009 出席 シンポジウム主催者

運営費交付金 

平光厚雄 2009.8.22 
～2009.8.30 

カナダ 第 38 回国際騒音制御工学会議（Inter-noise2009）出席 運営費交付金 

中川貴文 2009.9.2 
～2009.9.16 

カナダ 軸組構法木造住宅の耐震性能に関する研究プロジェ

クト参加 
ブリティッシュ・コ

ロンビア大学 

澤地孝男 
住吉大輔 

2009.9.3 
～2009.9.5 

韓国 韓国建設技術研究所(KICT)における建築環境技術に

関するワークショップでの講演 
運営費交付金 

伊藤 弘 2009.9.6 
～2009.9.12 

イスラエル RILEM 総会及び関連会議出席 運営費交付金 

飯場正紀 2009.9.20 
～2009.9.25 

ギリシャ 第 3 回日本・ギリシャ基礎の耐震設計・観測・実験・

耐震補強に関するワークショップ出席 
運営費交付金 

齋藤宏昭 

(専門研究員) 

2009.9.28 
～2009.10.5 

スイス 
ドイツ 

EMPA訪問及び30th AIVC Conference、4th BUILDAIR、
AIVC Steering Group Meeting 出席 

運営費交付金 

五條 渉 2009.9.29 
～2009.10.4 

カナダ 第 27 回国際建築規制協力委員会（IRCC）出席 国土交通省 

岩田善裕 2009.10.1 
～2010.9.30 

米国 長期派遣研究「鋼構造ブレース付き骨組の修復性能設

計に関する研究」 
運営費交付金 

新井 洋 2009.10.5 
～2009.10.13 

インドネシア 「インドネシアにおける地震火山の総合防災策」微動

観測・地盤調査 
東京大学地震研究

所 

伊藤 弘 2009.10.9 
～2009.10.15 

ベルギー CIB 理事会出席 運営費交付金 

岩田 司 2009.10.10 
～2009.10.13 

中国 第二回日中ランドスケープ国際研究交流会出席 同済大学 

萩原一郎 2009.10.11 
～2009.10.15 

韓国 火災フォーラム会合出席 運営費交付金 

鹿毛忠継 2009.10.15 
～2009.10.17 

中国 海外 PC 工場調査に関する技術指導 (財)ベターリビン

グ 

萩原一郎 2009.10.17 
～2009.10.25 

米国 ISO TC92/SC4（火災安全工学）国際委員会出席 運営費交付金 

林 吉彦 2009.10.18 
～2009.10.25 

米国 ISO TC92/SC1（火災の発生と成長）国際委員会出席 運営費交付金 
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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担 

村上周三 2009.10.23 
～2009.10.24 

韓国 2009 年度大韓建築学会総会出席 大韓建築学会 
運営費交付金 

澤地孝男 2009.10.25 
～2009.10.28 

米国 ISO TC163/TC205Joint Working Group 出席 運営費交付金 

奥田泰雄 2009.11.8 
～2009.11.13 

中国 第 7 回アジア太平洋風工学会議（APCWE7）出席 運営費交付金 

吉岡英樹 2009.11.15 
～2009.11.17 

中国 中国科学技術大学との共同研究打合せ及びセミナー

での研究発表 
東京大学 
運営費交付金 

萩原一郎 
藤本秀一 

2009.11.15 
～2009.11.18 

中国 第 28 回(台湾)中日工程技術研討曾講師 中国工程師学曾 

樋野公宏 2009.11.17 
～2009.11.22 

英国 英国における CCTV に関する調査 警察庁 

澤地孝男 2009.11.18 
～2009.11.23 

英国 IEA ECBCS 第 66 回 Executive Committee 出席 建築・住宅国際機構

伊藤 弘 
 

2009.11.22 
～2009.11.26 

ノルウェー ISO TC98/SC3/WG11（荷重・力及びその他の作用）会

議出席及び同 WG11 会議出席 
運営費交付金 

脇山善夫 2009.11.22 
～2009.11.27 

ノルウェー ISO TC98/SC3/WG11（荷重・力及びその他の作用）会

議出席及び同 WG11 会議出席 
運営費交付金 
 

藤井雄士郎 2009.11.29 
～2009.12.4 

インドネシア 津波の国際シンポジウム出席 科学研究費補助金

福山 洋 2009.11.29 
～2009.12.12 

エルサルバドル 
ニカラグア 

エルサルバドル低・中所得者向け耐震住宅の建設技

術・普及体制改善プロジェクト運営指導調査団 
JICA 

鹿毛忠継 2009.12.10 
～2009.12.12 

中国 海外 PC 工場調査に関する技術指導 (財)ベターリビン

グ 

芝﨑文一郎 2009.12.13 
～2009.12.20 

米国 米国地球物理連合 2009 年秋季大会出席 科学研究費補助金

横井俊明 2010.1.15 
～2010.1.23 

アルメニア アルメニア地震ハザードマップ及び防災対策策定プ

ロジェクト詳細計画策定調査団員 
JICA 

齊藤大樹 2010.1.19 
～2010.1.28 

中国 中国耐震建築人材育成プロジェクト短期派遣専門家 JICA 

横井俊明 2010.2.15 
～2010.2.26 

メキシコ 第 9 回地震マイクロゾーネーションとリスク軽減に

関する国際ワークショップ出席及び IPRED 活動 
運営費交付金 
メキシコ国立自治

大学 

樋野公宏 2010.3.2 
～2010.3.9 

ドイツ 
オランダ 

子どもの安全に配慮した公共空間デザイン事例調査 受託経費（JST） 

古川信雄 2010.3.7 
～2010.3.9 

中国 中国耐震建築人材育成プロジェクト第 1 回コア研修

開講式出席 
運営費交付金 

新井 洋 2010.3.7 
～2010.3.18 

ペルー ペルー地震・津波減災技術プロジェクト・ワークショ

ップ参加及び現地調査 
受託経費（JST） 

福山 洋 2010.3.10 
～2010.3.18 

中国 中国耐震建築人材育成プロジェクト短期派遣専門家 JICA 

齊藤大樹 
藤井雄士郎 

2010.3.13 
～2010.3.22 

ペルー ペルー地震・津波減災技術プロジェクト・ワークショ

ップ参加及び現地調査 
受託経費（JST） 
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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担 

加藤博人 
田尻清太郎 
向井智久 

2010.3.13 
～2010.3.23 

チリ チリ地震「被災建築物診断技術」に係る基礎情報・確

認調査に係る調査団員 
JICA 

樋野公宏 2010.3.17 
～2010.3.19 

韓国 CPTED（防犯環境設計）に関する研究打合せ 運営費交付金 

石婷 
(専門研究員) 

2010.3.25 
～2010.3.28 

中国 IEA ECBCS ANNEX53 中国-日本ワークショップ出席 運営費交付金 

中島史郎 
中川貴文 

2010.3.26 
～2010.4.2 

カナダ 日加科学技術研究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」に関する研究打合せ 
ブリティッシュ・コ

ロンビア大学 
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