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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 

石川哲久 

坊垣和明 

2004年4月14日 

～2004年4月18日 

中国 日中空調換気セミナー出席 運営費交付金 

齊藤大樹 2004年4月18日 

～2004年4月21日 

中国 CIB/TG44（建築物の性能評価）作業部会

出席 
運営費交付金 

林 吉彦 2004年4月25日 

～2004年5月1日 

スウェーデン ISO/TC92（火災安全)およびSC1国際委員

会出席 
運営費交付金 

 

緑川光正 

森田高市 

井上波彦 

2004年4月28日 

～2004年5月2日 

米国 日米共同研究スマート構造第4回合同技術

調整会議出席 
運営費交付金 

山内泰之 2004年5月5日 

～2004年5月9日 

カナダ CIB理事会･総会等出席 運営費交付金 

本橋健司 2004年5月6日 

～2004年5月11日 

カナダ CIB W80建築材料・部材耐用年数予測、 
CIB W106地理情報システム、

IS0/TC59/SC14建築物のデザインライフ出

席 

運営費交付金 

齊藤大樹 2004年5月8日 

～2004年5月26日 

ルーマニア ルーマニア国地震災害軽減計画プロジェ

クト短期派遣専門家 
JICA 

福山 洋 2004年5月12日 

～2004年5月30日 

ルーマニア ルーマニア国地震災害軽減計画プロジェ

クト短期派遣専門家 
JICA 

大川 出 

楠 浩一 

2004年5月16日 

～2004年5月23日 

米国 第36回UJNR耐風・耐震合同専門部会出席 運営費交付金 

田村昌仁 2004年5月21日 

～2004年5月28日 

フランス 第14回国際沿岸海洋会議出席 運営費交付金 

杉山 央 

長谷川拓哉 

2004年5月25日 

～2004年5月30日 

米国 第7回コンクリート技術の最近の進歩に関

する国際会議出席 
運営費交付金 

山口修由 2004年6月12日 

～2004年6月19日 

フィンランド WCTE2004（世界木質構造会議2004）出席 運営費交付金 

中島史郎 2004年6月13日 

～2004年6月17日 

フィンランド WCTE2004（世界木質構造会議2004）出席 運営費交付金 

河合直人 2004年6月13日 

～2004年6月19日 

フィンランド WCTE2004（世界木質構造会議2004）出席 運営費交付金 

五十田博 2004年6月13日 

～2004年6月19日 

フィンランド WCTE2004（世界木質構造会議2004）出席 運営費交付金 

相馬智明 

(科学技術特別研究員) 

2004年6月13日 

～2004年6月19日 

フィンランド WCTE2004（世界木質構造会議2004）出席 科学研究費補助金 
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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担 

足永靖信 2004年6月19日 

～2004年6月24日 

フランス 暖まる気候の中で建物を冷やす技術

(Cooling Building in a Warming Climate)会
議出席･発表 

国際エネルギー機関

（IEA） 

陳 貢發 

(JSPS外国人特別研究者) 

2004年6月26日 

～2004年7月1日 

オーストラリア 有限要素法に関する情報収集と研究打合

せ 
JSPS 

坊垣和明 2004年6月30日 

～2004年7月3日 

中国 GOBAS&CASBEEジョイントワークショ

ップ参加および中国建築科学研究院との

研究等打合せ 

(財)建築環境・省エネ

ルギー機構 

運営費交付金 

芝崎文一郎 2004年7月9日 

～2004年7月13日 

中国 第4回アジア太平洋経済協力地震シミュレ

ーションに関するワークショップ出席 
中国地震局ワークショ

ップ事務局 

高橋雄司 2004年7月25日 

～2004年8月8日 

米国 

カナダ 

第9回確率的力学・構造信頼性合同会議に

て講演、太平洋地震工学研究センターにて

RC造橋脚の震動台実験見学及び研究打合

せ、第13回世界地震工学会議出席 

運営費交付金 

福田俊文 2004年7月31日 

～2004年8月8日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

齊藤大樹 2004年7月31日 

～2004年8月8日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

鹿嶋俊英 2004年7月31日 

～2004年8月8日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

加藤博人 2004年7月31日 

～2004年8月8日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

井上波彦 2004年7月31日 

～2004年8月8日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

森田高市 2004年7月31日 

～2004年8月8日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

山口修由 2004年7月31日 

～2004年8月8日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

平出 務 2004年7月31日 

～2004年8月8日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

楠 浩一 

向井智久 

2004年8月1日 

～2004年8月6日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 運営費交付金 

福山 洋 2004年8月3日 

～2004年8月6日 

カナダ 第13回世界地震工学会議出席 促進法5条 

根本かおり 2004年8月5日 

～2004年8月8日 

韓国 第 7 回韓国･日本建築材料施工 Joint 
Symposium出席 

運営費交付金 

芝崎文一郎 2004年8月15日 

～2004年8月21日 

米国 西太平洋地球物理学会議出席 運営費交付金 

横井俊明 2004年8月17日 米国 西太平洋地球物理学会議出席 科学技術振興調整費 



海外への渡航者 

- 181 - 

氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担 

～2004年8月21日 

緑川光正 2004年9月2日 

～2004年9月5日 

韓国 スマート構造技術に関する韓国－米国合

同会議出席 
運営費交付金 

西澤繁毅 

細井昭憲 

(重点研究支援研究員) 

2004年9月3日 

～2004年9月10日 

ポルトガル Roomvent 2004（第9回室内気流に関する国

際会議）出席 
運営費交付金 

岡田 恒 

森田高市 

2004年9月4日 

～2004年9月10日 

ルーマニア ルーマニア地震災害軽減計画プロジェク

ト運営指導調査 
JICA 

陳 貢發 

(JSPS外国人特別研究員) 

2004年9月4日 

～2004年9月11日 

中国 第6回世界計算力学会議出席 受託経費 

前 真之 2004年9月13日 

～2004年9月22日 

フランス CIB W62 (給排水)シンポジウム出席およ

びフランスにおける給水･給湯・排水設備

の現状および最新動向調査 

運営費交付金 

福山 洋 2004年9月12日 

～2004年9月29日 

コロンビア コロンビア国立コンクリート工学協会会

議等出席 
コロンビア･ｼｰｶｰ社 

  イタリア 繊維補強コンクリートに関する第6回シン

ポジウムおよびRILEMのTC-HFC立上げ

のための会議出席 

運営費交付金 

  イラン 日本－イラン地震災害軽減ワークショッ

プ出席 
イラン政府 

管理計画庁 

河合直人 2004年9月19日 

～2004年9月22日 

カナダ 第15回日米加建築専門家委員会出席 国土交通省住宅局 

堀 祐治 

(非常勤研究支援職員) 

2004年9月21日 

～2004年9月28日 

ノルウェー 国際エネルギー機関・建築及びコミュニテ

ィーシステムの省エネルギー委員会・アネ

ックス44分科会第2回準備会議出席及び現

地視察 

受託経費 

成瀬友宏 2004年9月28日 

～2004年10月3日 

フランス ISO/TC92/SC3(火災時における毒性危険)

およびISO/TC92/SC4(火災安全工学)国際

委員会出席 

運営費交付金 

萩原一郎 2004年9月28日 

～2004年10月7日 

   

楠 浩一 2004年10月1日 

～2005年9月30日 

米国 リアルタイム残余耐震性能判定装置の開

発（長期派遣研究員） 
運営費交付金 

萩原一郎 2004年10月11日 

～2004年10月18日 

米国 火災フォーラム出席 運営費交付金 

高橋雄司 2004年10月12日 

～2004年10月16日 

米国 重要社会基盤保護のための相互依存性解

析に関する日米ワークショップ出席 
科学技術振興機構 

坊垣和明 2004年10月17日 

～2004年10月22日 

台湾 第24回中日工程技術検討会出席 中国工程師学会 

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 

齊藤宏明 

(重点支援研究員) 

2004年10月26日 

～2004年10月31日 

英国 国際エネルギー機関･建築及びコミュニテ

ィーシステムの省エネルギー委員会・アネ

ックス41分科会「建物全体における熱、空

気および水分移動」第2回会議出席 

運営費交付金 

田村昌仁 2004年10月31日 

～2004年11月5日 

中国 戸建住宅の基礎の設計施工に関する現地

調査 
運営費交付金 

大川 出 2004年11月6日 

～2004年11月15日 

ベネズエラ ベネズエラ国カラカス首都圏防災基本計

画調査（第3年次：DF/R） 
JICA 

大澤元毅 2004年11月21日 

～2004年11月25日 

フランス 日仏建築住宅会議出席 国土交通省 

住宅局 

本橋健司 2004年12月6日 

～2004年12月9日 

中国 CIBW70(建築の管理及び資産の維持保全)

シンポジウム及びCIBW70会議出席 
運営費交付金 

奥田泰雄 2005年1月16日 

～2005年1月29日 

スリランカ スリランカ・モルディブ津波災害国際緊急

援助隊専門家チーム 
JICA 

緑川光正 2005年2月9日 

～2005年2月13日 

米国 防災科学技術に関する日米研究交流－鋼

構造耐震実験研究に関する打合せ 
独立行政法人 

防災科学技術研究所  

大川 出 2005年2月19日 

～2005年3月6日 

ルーマニア ルーマニア国地震災害軽減プロジェクト

派遣専門家(入力地震動作成) 
JICA 

山内泰之 2005年3月5日 

～2005年3月12日 

スペイン CIB理事会・総会 運営費交付金 

砺波 匡 2005年3月13日 

～2005年3月21日 

タイ 

スリランカ 

スマトラ島西方沖大地震及びインド洋津

波被害政府調査団 
国土交通省 

住宅局 

岡田 恒 2005年3月22日 

～2005年3月25日 

インド インドのアンダマン・ニコバル諸島の再居

住に関する問題についてアドバイスをす

るモニタリング委員会への出席 

インド政府科学技術庁

運営費交付金 

萩原一郎 2005年3月29日 

～2005年4月10日 

スペイン 

北アイルランド

スペイン高層ビル火災調査 
ISO TC92 SC4(火災安全工学)国際委員会

出席 

運営費交付金 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




