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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 

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（企画）

桑沢保夫 2007.4.4 
～2007.4.6 

韓国 室内環境改善シンポジウム出席 世明大学校産業技術

基盤造成事業団 

古川信雄 2007.4.14 
～2007.4.29 

オーストリア 
フランス 
ルーマニア 

ヨーロッパ地球科学連合総会及び地震リスク軽

減国際シンポジウムへの参加 
運営費交付金 

大川 出 2007.4.15 
～2007.4.29 

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専

門家派遣 
JICA 

福山 洋 2007.4.24 
～2007.5.11 

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専

門家派遣 
JICA 

萩原一郎 2007.4.25 
～2007.5.6 

フランス 
イタリア 

性能設計における火災安全工学の利用セミナー

における発表、及び ISO TC92 SC4（火災安全工

学）国際委員会における WG 出席 

運営費交付金（企画）

今井 弘 
（非常勤研究支援職員）  

2007.4.27 
～2007.5.3 

パキスタン パキスタン・イスラマバードでの「地震リスク

管理国際会議」出席及び、「地震防災に関するネ

ットワーク型研究」の振動台実験に関してシャ

ワール工科大学での打ち合わせ業務 

科学技術振興調整費

林 吉彦 2007.5.7 
～2007.5.13 

マルタ ISO/TC92/SC1（火災の発生と成長）国際委員会

出席

運営費交付金（企画）

山内泰之 2007.5.12 
～2007.5.20 

南アフリカ CIB（建築研究国際協議会）出席 運営費交付金（企画）

森田高市 2007.5.21 
～2007.5.27 

中国 スマート材料及びスマート構造に関するワール

ドフォーラム出席

運営費交付金（企画）

萩原一郎 2007.5.27 
～2007.6.2 

インドネシア インドネシア国集合住宅適正技術開発フォロー

アッププロジェクト派遣専門家

JICA 

朴 同天 2007.6.3 
～2007.6.8 

フランス CONCECO7  Fifth InternationalConference on 
Concrete under Severe Conditions Environment and 
Loading への参加及び発表 

科学研究費補助金 

三浦尚志 2007.6.9 
～2007.6.17 

フィンランド WellBeing Indoors-Clima2007国際会議出席及び

論文発表及び ISO TC205 打合せ出席 
運営費交付金 

羽原宏美 
（非常勤研究支援職員）  

2007.6.11 
～2007.6.17 

フィンランド RoomVent2007 Conference 出席 運営費交付金 

楢府龍雄 2007.6.19 
～2007.6.23 

インドネシア インドネシア自然災害シンポジウム、地震シン

ポジウム参加 
日本学術振興会 

田村昌仁 2007.6.30 
～2007.7.7

ポルトガル 第 16 回国際沿岸海洋会議出席及び発表 運営費交付金 

喜々津仁密 2007.6.30 
～2007.7.7

オーストラリア 第 12 回世界風工学会議出席 運営費交付金 

Sos  Margaryn 2007.7.2 
～2007.7.13 

イタリア IUGG（国際測地学・地球物理学連合）総会参加・

論文発表 
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 

坊垣和明 2007.7.4 
～2007.7.11 

中国 日中技術交流セミナー及び環境改良方法検討会

出席 
運営費交付金（企画）

ウイグル自治区政府

本橋健司 
向井智久 

2007.7.4 
～2007.7.7 

中国 日中技術交流セミナー 運営費交付金 
（企画） 

福山 洋 2007.7.8 
～2007.7.15 

ドイツ 高靱性コンクリートに関する第 5 回国際会議

（HPFRCC-5）及び RILEM TC-HFC への出席 
運営費交付金 

横井俊明 2007.7.24 
～2007.7.28 

モンゴル ゴビ・アルタイ地震(Mw=8.1)50 周年記念及びモ

ンゴル科学アカデミー天文学・地球 
物理学研究センター創立 50 周年に伴う国際会

議 

運営費交付金 

樋野公宏 2007.8.6 
～2007.8.12 

米国 米国の戸建住宅地における防犯に関するヒアリ

ング、現地調査

運営費交付金 

齊藤大樹 2007.8.14 
～2007.8.26 

メキシコ 
ペルー 

中南米建物の耐震性調査及び会議出席 運営費交付金 

古川信雄 2007.8.16 
～2007.8.26 

ペルー 日本・ペルー地震防災センター20 周年記念地震

工学国際会議出席

運営費交付金 

平光厚雄 2007.8.26 
～2007.9.9 

トルコ 
スペイン 

INTER-NOISE2007（国際騒音制御工学会議）及

び 19t International Congress on Acustic, 
ICA2007MDRID（国際音響学会）出席 

運営費交付金 

本橋健司 2007.9.4 
～2007.9.8 

ベルギー RILEM 総会及び関連会議出席 運営費交付金 
（企画） 

濱崎仁 2007.9.7 
～2007.9.22 

イタリア 平成 19 年度科学研究費補助金による調査 名古屋市立大学 

山口修由 2007.9.8 
～2007.9.14 

米国 第 15 回木質材料の非破壊試験に関するシンポ

ジウム出席

運営費交付金 

伊藤 弘 
飯場正紀 

2007.9.9  
～2007.9.14  

米国 第 12 回日米構造設計協議会 運営費交付金 
（企画） 

中島史郎 2007.9.11 
～2007.9.16 

ポルトガル CIB W115 第 1 回会合出席及び Portugal SB07
出席

運営費交付金 
（企画） 

本橋健司 2007.9.13 
～2007.9.15 

韓国 韓国室内環境学会でのアスベストに関する講演 韓国室内環境学会 

楢府龍雄 2007.9.14 
～2007.9.23 

ペルー ペルー太平洋岸地震災害復興支援ニーズアセス

メント調査

JICA 

福山 洋 2007.9.20 
～2007.10.4 

エルサルバドル  エルサルバドル共和国耐震普及住宅の耐震普及

技術改善プロジェクト派遣専門家

JICA 

横井俊明 2007.9.21 
～2007.9.29 

ネパール 簡便地理情報システムの為の住民参加型地震危

険度評価実証実験及び「建物のリスク管理シス

テム」テーマ別ワークショップ開催 

科学技術振興調整費

大澤元毅 2007.9.30 
～2007.10.4 

中国 台灣病態建築診斷機制國際交流研討會等におけ

る講演･情報交換

(財)台湾建築センタ

ー 

喜々津仁密 2007.10.1 
～2008.9.30 

米国 竜巻被害低減に資する建築物の耐風性能評価に

関する調査研究（長期派遣研究員）

運営費交付金 

河合直人 2007.10.2 
～2007.10.7 

カナダ 第 18 回日米加建築専門家委員会（BEC）出席 国土交通省 
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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担 

本橋健司 2007.10.7 
～2007.10.11 

イタリア 光触媒、環境と建設材料に関する RILEM シンポ

ジウム

運営費交付金 

齊藤大樹 2007.10.9 
～2007.10.14 

イギリス 免震構造に関する講演会出席 (社)日本免震構造協

会 

萩原一郎 2007.10.14 
～2007.10.28 

米国 
カナダ 

火災研究国際フォーラム及び ISO TC/92/SC4（火

災安全工学）国際委員会出席

運営費交付金 
（企画） 

大澤元毅 2007.10.16 
～2007.10.21 

カナダ 日加住宅委員会第 18 回会議発表及び意見交換 国土交通省 

朴 同天 2007.10.22 
～2007.10.31 

韓国 2007 年学術発表大会 科学研究費補助金 

仁井大策 2007.10.21 
～2007.10.28 

カナダ ISO TC92/SC3（火災時における毒性危険）国際

委員会及び ISO TC92/SC4（火災安全工学）国際

委員会 

運営費交付金 
（企画） 

三浦尚志 2007.10.23 
～2007.10.27 

中国 IEA/ECBCS Annex44 国際会議 （財）建築環境・省

エネルギー機構

三浦尚志 2007.11.9 
～2007.11.15 

エジプト ISO TC205 全体会議 運営費交付金 
（企画） 

林 吉彦 2007.11.11 
～2007.11.18 

ドイツ ISO TC92（火災安全）/SC1（火災の発生と成長）

国際委員会

運営費交付金 
（企画） 

岩田 司 
桑沢保夫 

2007.11.14 
～2007.11.20 

中国 第 2 回 21 世紀国際都市開発会議出席 運営費交付金 
華中科学技術大学

楢府龍雄 2007.11.18 
～2007.11.24 

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（制度開発・組織強化）

JICA 

加藤博人 2007.12.6 
～2007.12.15 

ペルー 耐震住宅による住宅復旧推進計画事前調査 JICA 

芝崎文一郎 2007.12.9 
～2007.12.16 

米国 アメリカ地球物理学連合 2007 年秋期大会出席

及び論文発表

科学研究費補助金 

原 辰彦 2007.12.12 
～2007.12.16 

米国 アメリカ地球物理学連合 2007 年秋期大会出席

及び論文発表

運営費交付金 

鹿毛忠継 2008.1.16 
～2008.1.20 

ベトナム 海外 PC 工場視察 （社）プレハブ建築

協会 

諏訪田晴彦 2008.2.20 
～2008.2.27 

インドネシア 開発途上国とのパートナーシップによる一般庶

民住宅の被害軽減に関する研究開発（RC フレー

ム付きレンガ組積造の建設実態調査） 

運営費交付金 

今井 弘 
（非常勤研究支援職員）  

2008.2.20 
～2008.3.4 

インドネシア インドネシアにおける住宅の建築の実情の現地

調査及び構造実験（枠組みレンガグミ積造及び

RC 造の壁体の繰り返し加力実験）への参加 

科学技術振興調整費

飯場正紀 2008.3.2 
～2008.3.8 

ルーマニア JICA ルーマニア国「地震災害軽減計画」運営指

導調査

JICA 

森田高市 2008.3.9 
～2008.3.14 

米国 SPIE 国際会議出席及び論文発表 科学研究費補助金 

楢府龍雄 2008.3.26 
～2008.4.17 

ペルー 低コスト耐震性住宅 技術研修・普及プロジェ

クト

JICA 

樋野公宏 2008.3.31 
～2008.4.6 

米国 米国の戸建て住宅地における防犯に関するヒア

リング、現地調査

運営費交付金 

 




