
土木学会 鋼構造委員会平成 15年・16年委員名簿 
 
役職   氏名   勤務先名称  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
顧問   阿部 英彦  (株)東京鐵骨橋梁 技術顧問  
顧問   伊藤 學   伊藤研究室  
顧問   加藤 正晴   
顧問   倉西 茂   
顧問   佐伯 彰一  (財)土木研究センター 技術研究所 常務理事、技術研究所長 
顧問   中井 博   福井工業大学工学部建設工学科土木工学専攻  
顧問   波田 凱夫  摂南大学工学部土木工学科  
顧問   成田 信之  (財)土木研究センター 理事長  
顧問   西野 文雄  政策研究大学院大学 政策研究科 教授 

政策研究プロジェクトセンター長  
顧問   福本 ユウ士  福山大学 工学部建設環境工学科 教授  
顧問   前田 幸雄  構造工学研究会  
顧問   山田 善一  京都大学名誉教授  
顧問   渡辺 昇   北海道大学名誉教授  
    
委員長   長井 正嗣  長岡技術科学大学 工学部 環境・建設系 教授  
副委員長  角 昌隆   日本道路公団 技術部構造技術課 課長  
幹事長   森 猛   法政大学 工学部土木工学科 教授  
委員   青木 徹彦  愛知工業大学 土木工学科 教授  
委員   阿部 雅人  東京大学 大学院工学系研究科 社会基盤工学専攻 助教授  
委員   五十畑 弘  JFEエンジニアリング株式会社 鋼構造事業部 主席  
委員   市川 篤司  (財)鉄道総合技術研究所 研究開発推進室(ＪＲ) 主査  
委員   伊藤 壮一  JFE技研（株） 主席研究員  
委員   宇佐美 勉  名古屋大学 大学院工学研究科土木工学専攻 教授  
委員   越後 滋   川田工業（株） 技術研究本部 技術研究本部長  
委員   恵谷 舜吾  首都高速道路公団 工務部 部長  
委員   大賀 水田生  愛媛大学 工学部環境建設工学科 教授  
委員   大倉 一郎  大阪大学大学院 工学研究科土木工学専攻 助教授  
委員   大田 孝二  ヤマト設計(株) 技師長  
委員   大森 邦雄  (株)横河ブリッジ技術本部  
委員   尾栢 茂   JFEエンジニアリング(株) 鋼構造事業部計画部計画部長 
委員   小川 篤生  日本道路公団 関西支社 支社長  
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委員   小野 潔   大阪大学大学院 工学研究科土木工学専攻 助教授  
委員   春日 昭   石川島播磨重工業(株) 

物流鉄構事業本部橋梁事業部設計部 部長  
委員   川井 豊  ＪＦＥエンジニアリング(株) 鋼構造事業部 主席  
委員   岸本 良孝  本州四国連絡橋公団 長大橋技術センター センター長  
委員   北田 俊行  大阪市立大学大学院 工学研究科都市系専攻 教授  
委員   栗田 章光  大阪工業大学 工学部都市デザイン工学科 教授  
委員   計良 光一郎  (社)日本鋼構造協会 事務局長、常務理事  
委員   後藤 芳顯  名古屋工業大学 社会開発工学科 教授  
委員   坂井 藤一  川重テクノサービス（株） 顧問  
委員   坂野 昌弘  関西大学 工学部都市環境工学科 助教授  
委員   杉井 謙一  (株)神戸製鋼所  

都市環境カンパニー 鋼構造センター 構造技術部 部長  
委員   坂野 昌弘  関西大学 工学部都市環境工学科 助教授  
委員   杉山 俊幸  山梨大学 工学部土木環境工学科 教授  
委員   鈴木 英二  三菱重工業（株） 鉄構建設事業本部 鉄建業務部 主幹  
委員   岳尾 弘洋  ショーボンド建設(株) 岡山支店  
委員   辰巳 正明  (株)オリエンタルコンサルタンツ 国際事業部長  
委員   舘石 和雄  名古屋大学 理工科学総合研究センター 教授  
委員   当麻 庄司  北海学園大学工学部土木工学科  
委員   中沢 正利  東北学院大学 工学部土木工学科 助教授  
委員   中島 章典  宇都宮大学大学院  

工学研究科情報制御システム科学専攻 教授  
委員   長沼 敏彦  阪神高速道路公団 工務部設計課 課長  
委員   中村 秀治  広島大学 大学院工学研究科社会環境システム専攻 教授  
委員   奈良 敬   岐阜大学 総合情報メディアセンター  
委員   西川 和廣  (独)土木研究所 企画部長  
委員   西村 宣男  大阪大学大学院 工学研究科土木工学専攻 教授  
委員   野上 邦栄  東京都立大学 大学院工学研究科土木工学専攻 助教授  
委員   浜田 純夫  山口大学工学部 社会建設工学科 教授  
委員   林川 俊郎  北海道大学  

大学院工学研究科社会基盤工学専攻(土木系) 助教授  
委員   日野 伸一  九州大学大学院工学研究院 建設デザイン部門 助教授  
委員   平岡 愼雄  日本鉄道建設公団 設計技術室 室長  
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委員   藤野 陽三  東京大学 大学院工学系研究科社会基盤工学専攻 教授  
委員   星埜 正明  日本大学 理工学部 社会交通工学科 教授  
委員   堀川 都志雄  大阪工業大学 工学部都市デザイン工学科 教授  
委員   堀口 隆良  (株)長大 福岡支社 構造技術部門 総括  
委員   本田 秀行  金沢工業大学 工学部土木工学科 教授  
委員   前田 研一  東京都立大学 大学院工学研究科土木工学専攻 教授  
委員   三木千寿  東京工業大学 大学院理工学研究科土木工学専攻 教授  
委員   向山 辰夫  パシフィックコンサルタンツ(株)  

交通技術本部構造部橋梁構造デザイン課  
委員   横田 弘   (独)港湾空港技術研究所 構造強度研究室 室長  
委員   依田 照彦  早稲田大学 理工学部社会環境工学科 教授  
委員   渡邉 英一  京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 教授  
    
委員兼幹事  大垣 賀津雄  川崎重工業(株)  

鉄構BC 技術総括部 橋梁・水門技術部 参事（課長）  
委員兼幹事  奥井義昭  埼玉大学工学部 建設工学科 助教授  
委員兼幹事  後藤 信弘  新日本製鐵(株)  

建材開発技術部 橋梁開発技術グループ マネジャー  
委員兼幹事  田中 雅人  (株)東京鐵骨橋梁 技術研究所  
委員兼幹事  野澤 伸一郎  東日本旅客鉄道(株) ＪＲ東日本研究開発センター 

フロンティアサービス研究所 空間創造 課長  
委員兼幹事  堀田毅   大日本コンサルタント(株)東京支社構造技術一部 次長  
委員兼幹事  村越 潤   独立行政法人土木研究所 構造物研究グループ 上席研究員  
委員兼幹事  柳本 泰伴  住友金属工業(株) 土木鉄構部 部長  
委員兼幹事  山口 栄輝  九州工業大学 工学部建設社会工学科 助教授  
委員兼幹事  山本広祐  (財)電力中央研究所 我孫子研究所 材料構造部 上席研究員 


