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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担 

向井智久 2011.3.1 

～ 

2012.2.29 

カナダ 長期派遣研究員「劣化形復元力特性を有する

鉄筋コンクリート造部材および架構の耐震性

能評価に関する研究」 

運営費交付金(企画) 

鹿毛忠継 

中島史郎 

2011.4.11 

～ 

2011.4.17 

ポルトガル 第 12回建設材料・部材の耐久性に関する国際

会議出席 

運営費交付金 

伊藤弘 

 

2011.4.15 

～ 

2011.4.21 

中国 CIB 理事会出席 運営費交付金(企画) 

安藤尚一 2011.5.8 

～ 

2011.5.13 

スイス 第 3 回国際防災グローバルプラットフォーム

会議出席 

運営費交付金 

林吉彦 2011.5.26 

～ 

2011.5.29 

中国 第 3回風と火災の国際シンポジウム出席 運営費交付金 

原辰彦 2011.6.7 

～ 

2011.6.12 

オーストリア 包括的核実験禁止条約科学・科学と技術 2011

出席 

運営費交付金 

澤地孝男 2011.6.14 

～ 

2011.6.19 

フランス IEA ECBCS 第 69回執行委員会出席 建築・住宅国際機構

（iibh） 

山口修由 2011.6.14 

～ 

2011.6.19 

ポルトガル RILEM TC215-AST（木質構造部材の現場劣

化診断技術）国際委員会及び木質構造部材の

健全性能評価に関する国際会議出席 

運営費交付金 

萩原一郎 2011.6.18 

～ 

2011.6.29 

米国 国際火災安全科学学会シンポジウム及び火災

フォーラム会合出席 

運営費交付金(企画) 

藤井雄士郎 2011.6.29 

～ 

2011.7.5 

オーストラリア 国際測地学・地球物理学連合（IUGG）総会出

席 

科学研究費補助金 

村上周三 2011.7.11 

～ 

2011.7.15 

韓国 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5

次評価報告書第 1回代表執筆者会合出席 

財団法人地球産業文

化研究所 

古川信雄 2011.7.23 

～ 

2011.7.31 

チリ 第 4 回建築・住宅地震防災国際プラットフォ

ーム(IPRED)会合出席 

運営費交付金（企画） 

芝﨑文一郎 2011.8.9 

～ 

2011.8.13 

中国 アジア・大洋州地球科学学会 2011年総会出席 科学研究費補助金 

齊藤大樹 2011.8.28 

～ 

2011.9.6 

中国 中華人民共和国・耐震建築人材育成プロジェ

クト短期派遣専門家 

JICA 

中島史郎 2011.9.3 

～ 

2011.9.8 

中国 第 65回 RILEM総会及び関連会議出席 運営費交付金(企画) 

澤地孝男 

 

2011.9.8 

～ 

2011.9.15 

米国 ISO TC205 年次会合出席 運営費交付金(企画) 

宮田征門 2011.9.11 

～ 

2011.9.15 

米国 ISO TC205 年次会合出席 運営費交付金(企画) 
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山口修由 2011.9.11 

～ 

2011.9.18 

ハンガリー 第 17回木質材料の非破壊的試験・性能評価に

関する国際シンポジウム出席 

受託経費（JST） 

中島史郎 2011.9.13 

～ 

2011.9.17 

シンガポール グリーンビルディング会議 2011 における招

待発表 

シンガポール廃棄物

管理・リサイクル協会 

藤本秀一 2011.9.13 

～ 

2011.9.16 

韓国 韓国における区分所有マンション（アパート）

の住戸改修及び管理体制に関する実態調査

（平成 23年度科学研究費補助金「発展途上国

を含むSI住宅の国際理論とその実現方法に関

する研究」による調査） 

千葉大学 

赤嶺義彦 2011.9.15 

～ 

2011.9.17 

韓国 第 4 回国際ワークショップ「室内空気質、換

気、ゼロエネルギービルについて」件、韓国

建設技術研究院(KICT)と建築研究所による第

4回年次共同ワークショップにおける講演 

韓国建設技術研究所

（KICT） 

米野史健 2011.9.18 

～ 

2011.9.20 

韓国 韓国における区分所有マンション（アパート）

の住戸改修及び管理体制に関する実態調査

（平成 23年度科学研究費補助金「発展途上国

を含むSI住宅の国際理論とその実現方法に関

する研究」による調査） 

千葉大学 

藤井雄士郎 2011.9.18 

～ 

2011.9.25 

ペルー JST-JICA ペループロジェクトにおける講義実

習および現地調査 

千葉大学 

齊藤大樹 2011.9.19 

～ 

2011.9.25 

ロシア 第 12回世界免震会議への参加 運営費交付金 

芝﨑文一郎 2011.9.27 

～ 

2011.10.2 

中国 巨大地震発生サイクルのモデル化に関する研

究打合せ 

科学研究費補助金 

鈴木淳一 2011.10.2 

～ 

2011.10.8 

米国 ISO/ TC92/SC2(火災の封じ込め)国際委員会出

席 

運営費交付金(企画) 

伊藤弘 2011.10.14 

～ 

2011.10.19 

フィンランド CIB 理事会出席 運営費交付金(企画) 

澤地孝男 2011.10.15 

～ 

2011.10.23 

フィンランド 

ドイツ 

IEA Annex57 第 1 回作業会合及びドイツ省エ

ネルギー基準に関する調査 

運営費交付金 

萩原一郎 2011.10.16 

～ 

2011.10.23 

カナダ ISO TC92/SC4（火災安全工学）国際委員会出

席 

運営費交付金(企画) 

村上周三 2011.10.18 

～ 

2011.10.22 

フィンランド SB11ヘルシンキ大会出席 (財)建築環境・省エネ

ルギー機構 

古川信雄 2011.10.23 

～ 

2011.10.30 

フィリピン フィリピン断層における震源再決定に関する

研究打合せ 

運営費交付金 

澤地孝男 2011.11.14 

～ 

2011.11.19 

中国 IEA ECBCS 第 70回執行委員会出席 建築・住宅国際機構

（iibh） 

福山洋 2011.11.26 

～ 

2011.12.10 

エルサルバドル 

ニカラグア 

エルサルバドル国「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」

およびニカラグア国「地震に強い住居建設技

術改善プロジェクト」運営指導調査に係る調

査団員 

JICA 
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村上周三 

 

 

 

横井俊明 

2011.12.10 

～ 

2011.12.13 

 

2011.12.11 

～ 

2011.12.19 

マレーシア 

 

 

 

ニカラグア 

持続可能な都市の開発に関する会議 

 

 

 

「マナグア湖南部流域におけるマルチ・ハザ

ード研究」に伴う現地調査 

マレーシア・イスカン

ダル地方開発庁 

 

 

JICA 

古川信雄 2011.12.20 

～ 

2011.12.27 

ミャンマー ミャンマーのサガイン断層等における震源再

決定に関する研究打合せ 

運営費交付金 

芝﨑文一郎 2012.1.23 

～ 

2012.1.28 

ウズベキスタン ウズベキスタン国「地震・耐震・防災政策研

修」帰国研修員支援 

JICA 

谷 昌典 2012.2.11 

～ 

2012.2.20 

ペルー ペルー地震・津波減災技術プロジェクトにお

ける技術指導 

千葉大学 

齊藤大樹 2012.2.12 

～ 

2012.2.18 

インドネシア 建築物耐震性向上のための建築行政執行能力

向上プロジェクトフェーズ 2短期派遣専門家 

JICA 

桑沢保夫 2012.3.4 

～ 

2012.3.11 

ドイツ 省エネルギー回収に関する制度・技術に関す

る調査 

運営費交付金 

中島史郎 2012.3.11 

～ 

2012.3.16 

フランス 

オーストリア 

RILEM  Management  Advisory Committee

（運営委員会）出席及び CLTに関する技術情

報の収集 

運営費交付金 

伊藤弘 

脇山善夫 

2012.3.14 

～ 

2012.3.18 

米国 ISO TC98/SC3/WG11(荷重・力およびその他の

作用)会議出席 

運営費交付金（企画） 

福山洋 2012.3.20 

～ 

2012.3.28 

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（耐震設計） 

JICA 

村上周三 2012.3.17 

～ 

2012.3.24 

ニュージーランド IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5

次評価報告書第 2回代表執筆者会合出席 

（財）地球産業文化研

究所 

加藤博人 2012.3.24 

～ 

2012.3.31 

チリ チリ・対地震・津波対抗能力向上プロジェク

ト短期派遣専門家 

JICA 

 


