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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 

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(企

画) 

脇山善夫 2010.4.16 
～2010.4.20 

米国 ISO TC98/SC3 会議出席及び WG11 会議出席 運営費交付金(企

画) 

林 吉彦 2010.4.25 
～2010.5.1 

ドイツ ISO TC92/SC1 国際委員会出席 運営費交付金(企

画) 

齊藤大樹 2010.4.26 
～2010.5.3 

チリ ペルー地震・津波減災技術プロジェクト・チリ地震被

害調査 
受託経費（JST） 

濱崎 仁 2010.5.6 
～2010.5.12 

イタリア 「ラクイラ地震により被害を受けた文化遺産建築に

修復・補強と保護に関する調査・研究」に関する調査 
科学研究費補助金

伊藤 弘 2010.5.9 
～2010.5.16 

英国 CIB 理事会出席 運営費交付金(企画)

藤井雄士郎 2010.5.14 
～2010.5.26 

チリ 米国地球物理学連合（AGU）国際会議出席 科学研究費補助金

吉岡英樹 2010.5.17 
～2010.5.20 

韓国 有機質系断熱材を用いた建物火災に関する研究発表

及び調査 
運営費交付金 

樋野公宏 2010.5.18 
～2010.5.21 

韓国 学校・通学路の防犯に関する調査及び防犯環境設計に

関する研究 
運営費交付金 

林 吉彦 2010.5.19 
～2010.5.22 

韓国 第 2 回風と火災の国際シンポジウム出席 運営費交付金 

諏訪田晴彦 2010.5.25 
～2010.5.28 

韓国 第 7 回コンクリート構造物の破壊力学に関する国際

会議（FraMCoS-7）出席 
運営費交付金 

奥田泰雄 2010.5.27 
～2010.5.31 

米国 風工学の研究と実行に関する国際ワークショップ出

席 
運営費交付金 

澤地孝男 2010.6.6 
～2010.6.8 

韓国 ISO/TC205 及び TC163 間のジョイントワーキンググ

ループ出席 
運営費交付金(企

画) 

平光厚雄 2010.6.12 
～2010.6.18 

ポルトガル 第 39 回国際騒音制御工学会議（INTER-NOISE2010）
出席 

科学研究費補助金

澤地孝男 2010.6.13 
～2010.6.20 

ベルギー 
デンマーク 

AIVC 主催国際ワークショップ及び IEA ECBCS 第 67
回執行委員会への出席 

IIBH 及び AIVC 
運営費交付金 

山口修由 2010.6.19 
～2010.6.30 

イタリア 
スイス 

第 11 回世界木質構造会議、RILEM TC 215-AST 臨時

Meeting、RILEM TC 215-AST 会議出席 
運営費交付金 

河合直人 
中川貴文 
荒木康弘 

2010.6.19 
～2010.6.26 

イタリア 第 11 回世界木質構造会議出席 運営費交付金 

中島史郎 2010.6.19 
～2010.6.26 

イタリア 第 11 回世界木質構造会議出席及び国際共同研究打合

せ 
運営費交付金 

古川信雄 
森田高市 

2010.7.4 
～2010.7.10 

インドネシア 第 3 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) 

濱崎仁 2010.7.18 
～2010.7.26 

イタリア 「ラクイラ震災被害における文化遺産建築の修復・補

強と保護に関する調査・研究」に関する調査 
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 

鹿嶋俊英 
壁谷澤寿一 

2010.7.24 
～2010.7.31 

カナダ 第 9 回米国及び第 10 回カナダ地震工学会議出席 運営費交付金 

奥田泰雄 2010.7.25 
～2010.7.30 

米国 第 5 回日米風工学ワークショップ出席 運営費交付金 

吉岡英樹 2010.8.13 
～2010.8.18 

バングラデシュ 日本とバングラデシュにおける建築都市防火コンセ

プトに関する調査研究報告及び討論 
東京理科大学 

平光厚雄 2010.8.21 
～2010.8.29 

オーストラリア 第 20 回国際音響学会（ICA2010）出席 運営費交付金 

萩原一郎 2010.8.22 
～2010.8.27 

フィンランド 火災フォーラム会合出席 運営費交付金(企

画) 

鹿毛忠継 2010.8.25 
～2010.8.27 

韓国 「建築材料資源循環シンポジウム」における講演 大韓建築学会材料委

員会材料性能分科会

藤本秀一 2010.8.25 
～2010.9.3 

インドネシア インドネシアの中低所得者向け集合住宅の供給及び

維持管理における SI分離の実態調査 
千葉大学 

飯場正紀 
大川出 
鹿嶋俊英 

2010.8.28 
～2010.9.6 

マケドニア 第 14 回ヨーロッパ地震工学会議出席 運営費交付金 
 

向井智久 2010.8.28 
～2010.9.4 

マケドニア 
 

第 14 回ヨーロッパ地震工学会議出席 運営費交付金 

伊藤弘 
脇山善夫 

2010.8.31 
～2010.9.4 

米国 ISO TC98/SC3/WG11 会議出席 運営費交付金(企

画) 

濱崎仁 2010.9.5 
～2010.9.10 

イタリア 「ラクイラ地震により被害を受けた文化遺産建築の

修復・補強に関する国際学術共同研究」に関する調査 
平和中島財団 

伊藤 弘 
中島史郎 

2010.9.5 
～2010.9.11 

ドイツ RILEM 総会及び関連会議出席 運営費交付金(企

画) 

村上周三 2010.9.17 
～2010.9.19 

中国 Green Building Award2010 出席 香港緑色建築議会

運営費交付金(企

画) 

横井俊明 2010.9.18 
～2010.10.2 

ニカラグア ニカラグア「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 
JICA 

村上周三 2010.9.21 
～2010.9.25 

フィンランド SB10 フィンランド大会出席 建築環境・省エネル

ギー機構 

澤地孝男 2010.9.22 
～2010.9.26 

フィンランド ライフサイクル CO2 排出量評価法に関する国際共同

研究検討のためのワークショップ及びSB10フィンラ

ンド大会への参加 

運営費交付金 

藤井雄士郎 2010.9.22 
～2010.9.30 

インドネシア インドネシアプロジェクトにおける海底・陸上地形の

現地調査 
東京大学地震研究

所 

石井儀光 2010.10.8 
～2010.10.16 

英国 防犯まちづくりの推進体制に関する調査 運営費交付金 

樋野公宏 2010.10.11 
～2010.10.16 

英国 防犯まちづくりの推進体制に関する調査 財団法人都市計画

協会 

河合直人 2010.10.18 
～2010.10.22 

カナダ 日米加建築専門家委員会（BEC）出席 本省住宅局 
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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 
井上公 
（客員研究員） 

2010.10.20 
～2010.10.27 

エジプト エジプト国立天文地球物理研究所訪問及び第 2 回ア

ラブ天文地球物理会議出席 
エジプト国立天文

地球物理研究所 
運営費交付金 

安藤尚一 2010.10.23 
～2010.10.28 

韓国 第 4 回アジア防災大臣会合及び関連会合出席 運営費交付金 

東京工芸大学 

伊藤弘 2010.10.24 
～2010.10.30 

インド CIB 理事会出席 運営費交付金(企

画) 

萩原一郎 2010.10.24 
～2010.10.30 

中国 ISO TC92/SC4 国際委員会出席 運営費交付金(企

画) 

澤地孝男 2010.10.25 
～2010.10.27 

韓国 AIVC2010 国際会議の参加 運営費交付金 

林吉彦 2010.10.31 
～2010.11.6 

英国 ISO TC92/SC1 会議出席 運営費交付金(企

画) 

古川信雄 2010.11.7 
～2010.11.14 

ベトナム 第 8 回アジア地震委員会総会出席 運営費交付金 

吉岡英樹 2010.11.19 
～2010.11.24 

バングラデシュ 建築防災に関する集中講義（バングラデシュ）におけ

る研究発表 
東京理科大学 

林吉彦 2010.11.21 
～2010.11.23 

韓国 釜山高層マンション火災調査と高層建築物防火に関

するセミナー 
運営費交付金 

脇山善夫 2010.11.29 
～2010.12.4 

オランダ ISO TC98/SC3/WG11 会議出席 運営費交付金(企

画) 

諏訪田晴彦 2010.12.5 
～2010.12.14 

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築技

術・普及体制改善プロジェクト運営指導調査及びニカ

ラグア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 

JICA 

林吉彦 2010.12.8 
～2010.12.10 

中国 上海高層住宅火災調査 運営費交付金 

布田健 2010.12.9 
～2010.12.10 

中国 ユニバーサル性能検証実験施設整備会議への出席 台北科技大学 

芝﨑文一郎 2010.12.12 
～2010.12.19 

米国 米国地球物理連合 2010 年総会出席 科学研究費補助金

齊藤大樹 2010.12.13 
～2010.12.17 

中国 中国耐震建築人材育成プロジェクト中間レビュー調

査に係る調査団員 
JICA 

鈴木純一 2010.12.25 
～2010.12.30 

ベトナム 建築防火に関する集中講義（ベトナム）における研究

発表 
東京理科大学 

吉岡英樹 2011.1.3 
～2011.1.6 

バングラデシュ 縫製工場火災の現地調査および研究発表 東京理科大学 

齊藤大樹 
 

2011.1.9 
～2011.1.14 

インドネシア パダンにおける在来工法住宅に関する国際ワークシ

ョップ参加 
運営費交付金 

古川信雄 2011.1.31 
～2011.2.5 

インドネシア スマトラ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 

齊藤大樹 
向井智久 

2011.2.1 
～2011.2.11 

ペルー ペルー地震・津波減災技術プロジェクト現地調査 千葉大学 
受託経費(JST) 

福山洋 
奥田泰雄 

2011.2.2 
～2011.2.6 

米国 UJNR 耐風・耐震構造専門部会・第 42 回合同部会出

席 
運営費交付金 (企
画) 
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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 2011.2.12 
～2011.2.21 

チリ チリ・対地震・津波対応能力向上プロジェクト短期派

遣専門家 
JICA 

樋野公宏 2011.2.17 
～2011.2.19 

韓国 韓国規格試験研究院（KCL）主催国際会議での講演 韓国規格試験研究

院 
運営費交付金 

横井俊明 2011.2.27 
～2011.3.12 

トルクメニスタン トルクメニスタン・アシガバット市地域における地震

リスク評価のためのモニタリング改善プロジェクト

詳細計画策定調査 

JICA 

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) 

 




