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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 

喜々津仁密 2007.10.1 
 ～2008.9.30 

米国 長期派遣研究「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」 
運営費交付金（企画）

古川信雄 2008.4.4 
 ～2008.4.11 

イエメン 第 5 回ガルフ地震フォーラムへの参加と論文

発表 
運営費交付金 

吉岡英樹 2008.4.8 
 ～2008.4.14 

米国 ラスベガス Monte Carloホテル火災調査 運営費交付金 

仁井大策 2008.4.14 
 ～2008.4.19 

ニュージーランド 第 7 回性能基準及び火災安全設計法に関する

国際会議出席 
運営費交付金 

萩原一郎 2008.4.18 
 ～2008.4.26 

韓国 ISO TC92/SC4（火災安全工学）国際委員会出

席 
運営費交付金（企画）

林 吉彦 2008.4.20 
 ～2008.4.26 

韓国 ISO TC92（火災安全）/SC1（火災の発生と成

長）国際委員会出席 
運営費交付金（企画）

伊藤 弘 2008.4.23 
 ～2008.4.27 

カナダ ISO 新規 WG「非構造部材の地震作用」企画

委員会への出席 
運営費交付金（企画）

藤本秀一 2008.4.24 
 ～2008.4.26 

韓国 講演依頼「日本における住宅供給方式の変

遷、制度的な課題について」 
大韓建築学会 

羽原宏美 
（専門研究員） 

2008.4.28 
 ～2008.5.2 

カナダ The First International Conference and Workshop on 
Micro-Cogeneration Technologies and Applications  
(Micro-Cogen 2008 )出席 

運営費交付金 

本橋健司 
齋藤宏明 
（専門研究員） 

2008.5.10 
 ～2008.5.14 

トルコ 第 11回建築材料・部材の耐久性に関する国際

会議出席 
運営費交付金 

奥田泰雄 
喜々津仁密 

2008.5.11 
 ～2008.5.26 

米国 第 40回 UJNR合同部会への出席ほか 運営費交付金（企画）

三浦尚志 2008.5.17 
 ～2008.5.24 

スイス 第 9回 IEAヒートポンプ国際会議出席 運営費交付金 

河野孝昭 
（専門研究員） 

2008.5.24 
 ～2008.5.30 

韓国 The 4th International Conference on Advances in 
Wing and Structure出席 

政府外受諾収入 
（CREST） 

三浦尚志 2008.5.29 
 ～2008.5.31 

韓国 ISO/TC205 WG8「放射暖冷房」国際ワークシ

ョップ及び ISOドラフト作成のための打合せ 
運営費交付金 

足永靖信 2008.6.4 
 ～2008.6.7 

米国 第 2 回ヒートアイランド対策国際ワークショ

ップの国際組織委員会出席 
政府外受託収入 
（CREST） 

諏訪田晴彦 2008.6.9 
 ～2008.6.13 

チェコ RILEM TC-HFC( 強靱性セメント複合材

料)SC3(部材の構造設計)ミーティング出席 
運営費交付金 

芝崎文一郎 2008.6.17 
 ～2008.6.21 

韓国 アジア・太洋州地球科学会（AGOS）2008 総

会出席 
運営費交付金 

三浦尚志 2008.6.18 
 ～2008.6.22 

米国 ISO/TC205 WG8 「放射暖冷房」のワークショッ

プ及び ASHRAE Annual Meeting出席 
運営費交付金（企画）

福山 洋 2008.6.18 
 ～2008.6.21 

中国 中国・都市発展・計画国際フォーラムへ講師 国土交通省 

齊藤大樹 2008.6.30 
 ～2008.7.3 

中国 中国西部大地震に係る.中復旧・復興支援セミ

ナー講師 
JICA 
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氏  名 期  間 渡航先国 渡航先目的 費用負担 

山口修由 2008.7.5 
 ～2008.7.13 

イタリア 1908 メッシーナ地震 100 周年記念国際地震工

学会議 2008出席 
運営費交付金 

古川信雄 
小山 信 

2008.7.6 
 ～2008.7.12 

フランス 第 1 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（企画）

中川貴文 2008.7.8 
 ～2008.7.17 

ポルトガル 組積造の地震危険度と耐震改修に関する国際

会議出席、及び研究打合せ 
運営費交付金 

羽原宏美 
（専門研究員） 

2008.8.16 
 ～2008.8.24 

デンマーク Indoor Air 2008（室内空気質・環境に関する国

際先端技術会議）出席 
運営費交付金 

楢府龍雄 2008.8.9 
 ～2008.8.13 

ネパール 「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 

濱崎 仁 2008.8.26 
 ～2008.9.12 

イタリア 科学研究費補助金による歴史的構造物の調査 科学研究費補助金 

山口修由 2008.8.30 
 ～2008.9.7 

イタリア RILEM 国際会議（62nd RILEM Week）コンク

リート・組積・木造の現場診断に関する会議

2008 TC-215-AST出席 

運営費交付金 

中川貴文 2008.8.31 
 ～2008.9.7 

ギリシャ 歴史的組積造建築物の地震・微動観測 科学研究費補助金 

本橋健司 2008.9.1 
 ～2008.9.6 

イタリア RILEM総会及び関連会議出席 運営費交付金（企画）

齊藤大樹 2008.9.2 
 ～2008.9.6 

ペルー 日本・ペルー学術交流 50周年記念会議出席 ペルー国立大学 

萩原一郎 2008.9.15 
 ～2008.10.4 

スウェーデン 
ドイツ 

火災フォーラム会合、国際火災安全科学シン

ポジウム及び ISO TC92/SC4（火災安全工学）

国際委員会出席 

運営費交付金（企画）

古賀純子 2008.9.20 
 ～2008.9.25 

オーストラリア 2008 サステナブル建築世界会議（World 
Sustainable Building Conference 2008）出席 

運営費交付金 
 

加藤博人 2008.9.21 
 ～2008.9.27 

中国 中華人民共和国震災復興支援プロジェクト形

成調査 
JICA 

仁井大策 2008.9.21 
 ～2008.9.28 

ドイツ 第 9回国際火災安全科学シンポジウム出席 運営費交付金 

有川 智 2008.9.25 
 ～2008.10.1 

イギリス イギリスにおける PFI 事業スキーム及び運用

に関する調査 
科学研究費補助金 

樋野公宏 2008.9.26 
 ～2008.10.3 

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 

足永靖信 2008.10.5 
 ～2008.10.13

ドイツ 第 5回日独都市気候学会議出席 バーゼル大学 
先導 

楢府龍雄 2008.10.8 
 ～2008.10.18

中国 地震防災に関する日中共同シンポジウム、第

14回世界地震工学会議出席 
日本学術振興会 
運営費交付金 

齊藤大樹 2008.10.10 
 ～2008.10.20

中国 光華フォーラム「中国四川地震と復興」、

「第 14 回世界地震工学会議、日中建築構造

技術交流会」出席 

国土交通省 

今井 弘 
 (専門研究員) 

鹿嶋俊英 
森田高市 
山口修由 
横井俊明 

2008.10.12 
 ～2008.10.18

中国 第 14回世界地震工学会議出席 運営費交付金 
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 

林 吉彦 2008.10.14 
 ～2008.10.19

ベルギー ISO TC92（火災安全）/SC1（火災の発生と成

長）国際委員会出席 
運営費交付金（企画）

住吉大輔 
（専門研究員） 

2008.10.19 
 ～2008.10.23

ドイツ 建物運用の発展に関する国際会議出席 科学研究費補助金 

水流潤太郎 2008.10.20 
 ～2008.10.25

米国 2008日米加建築専門家会合出席 国土交通省 

楢府龍雄 2008.10.26- 
2008.11.2 

インドネシア インドネシア国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／短期派遣

専門家 

JICA 

芝崎文一郎 2008.10.26 
 ～2008.11.1 

米国 天然資源の利用に関する日米会議（UJNR）

地震調査専門部会第 7回合同部会出席 
運営費交付金（企画）

伊藤 弘 2008.10.28 
 ～2008.11.1 

米国 ISO_TC98ワシントン会議出席 運営費交付金（企画）

福山 洋 
諏訪田晴彦 
田尻清太郎 

2008.11.2 
 ～2008.11.8 

中国 四川大地震に関する現地被害調査及び同済大

学とのワークショップ実施 
運営費交付金（企画）

澤地孝男 2008.11.8 
 ～2008.11.16

オランダ、米国 ISO TC205会議及び IEA ECBCS執行委員会出

席 
科学研究費補助金 
建築・住宅国際機構 

三浦尚志 2008.11.9 
 ～2008.11.15

オランダ 
ベルギー 

ISO TC 205「建築環境設計」国際委員会出席

およびルーベン大学にて建築躯体の防露に関

する打ち合わせ 

運営費交付金 
 

村上周三 2008.11.16 
 ～2008.11.20

フランス 第 7回日仏建築住宅会議出席 運営費交付金（企画）

桑沢保夫 2008.11.17 
 ～2008.11.22

フランス 第 7回日仏建築住宅会議出席及び CSTB訪問 (財)日本建築センター

齊藤大樹 2008.11.17 
 ～2008.11.21

中国 CIB/W114会議出席 運営費交付金 

今井 弘 
 (専門研究員) 

2008.12.1 
 ～2008.12.21

ペルー ペルーカトリカ大学での枠組み組積造三体の

実代振動台実験打合せ及び参加 
科学技術庁振興調整費

楢府龍雄 2008.12.4 
 ～2008.12.20

ペルー ペルー・低コスト耐震住宅技術普及プロジェ

クトⅡ短期派遣専門家 
JICA 

芝崎文一郎 2008.12.15 
 ～2008.12.21

米国 米国地球物理連合 2008年秋季大会出席 運営費交付金 

原 辰彦 2008.12.16 
 ～2008.12.20

米国 米国地球物理連合 2008年秋季大会出席 運営費交付金 

藤井雄士郎 2009.1.11 
 ～2009.1.17 

シンガポール 津波モデリングのトレーニングワークショッ

プ参加 
運営費交付金 

足永靖信 2009.1.14 
 ～2009.1.16 

中国 Conference on Engineers’Response to Climate Change(気
候変動への工学技術者の対応に関する会議) 

香港工程師学会 
運営費交付金 

中島史郎 2009.2.2 
 ～2009.2.8 

カナダ 北米におけるツーバイフォー工法住宅の耐久

性等に関する調査 
(社)日本ツーバイフォー

建築協会 

今井 弘 
 (専門研究員) 

2009.2.9 
 ～2009.3.8 

インドネシア インドネシアにおける庶民住宅建設の実情調

査及び構造実験の実施 
運営費交付金 

楢府龍雄 2009.2.25 
 ～2009.3.4 

インドネシア インドネシアにおける庶民住宅建設の実情調

査及び構造実験の実施 
運営費交付金 

樋野公宏 2009.2.26 
 ～2009.3.1 

韓国 韓国警察大学主催セミナーでの講演 韓国警察大学 


