
フェロー会員名簿 令和４年６月１日現在

氏名 所属 専門

青木 亮 東京経済大学　経営学部　教授 経済

赤羽 弘和 千葉工業大学　創造工学部 都市環境工学科　教授 交通

秋葉 正一 日本大学 生産工学部　土木工学科　教授 舗装

浅岡 顕 公益財団法人地震予知総合研究振興会　副首席主任研究員　 土工

阿部 學 特定非営利活動法人ラプタージャパン（日本猛禽類研究機構）　理事長　 動物

天野 光一 日本大学 理工学部　理工学部 まちづくり工学科　特任教授 景観

飯島 健太郎 東京都市大学　総合研究所　教授 植物,造園

飯田 明由 豊橋技術科学大学　機械工学系　教授 機械

飯田 克弘 大阪大学 大学院　工学研究科 地球総合工学専攻　准教授 交通

家田 仁 政策研究大学院大学　教授　 交通

池田 尚治 横浜国立大学　名誉教授　 橋梁

池田 良彦 東海大学　法学部　名誉教授 法律

石田 敏郎 早稲田大学　名誉教授　 社会

石田 東生 筑波大学　名誉教授・特命教授　 交通

泉 隆 日本大学 理工学部 応用情報工学科　特任教授　 情報

井手 久登 東京大学　名誉教授　 環境,景観,植物,造園

稲田 善紀 愛媛大学　名誉教授　 環境,ﾄﾝﾈﾙ,地下空間

井ノ口 宗成 富山大学　学術研究部 都市デザイン学系　准教授 情報

井料 隆雅 東北大学 大学院 情報科学研究科　教授　 交通

岩﨑 征人 東京都市大学　名誉教授　 交通

岩崎 寛 千葉大学　園芸学研究科　准教授 環境

魚本 健人 土木新技術研究調査会　代表　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

内田 浩明 大阪工業大学　工学部　准教授 倫理学

内山 久雄 東京理科大学　理工学部 土木工学科　名誉教授 計画,都市

宇野 伸宏 京都大学 大学院　工学研究科 社会基盤工学専攻　教授 計画,交通

及川 洋 株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北　技術アドバイザー　 土質

大口 敬 東京大学 生産技術研究所　次世代モビリティ研究センター　教授 交通

大久保 堯夫 一般社団法人日本交通科学学会　顧問　 労働生理学,人間工学

太田 和博 専修大学　商学部　教授 経済

大谷 義彦 日本大学　名誉教授　 照明

太田 秀樹 中央大学　研究開発機構　教授 土質

岡田 清 成城大学　名誉教授　 経済

奥園 誠之 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社　技術アドバイザー　 土工,土質

尾崎 紀夫 名古屋大学 大学院　医学系研究科 精神医学分野　教授 医学

小根山 裕之 東京都立大学　都市環境学部 都市基盤環境学科　教授 交通

片倉 正彦 東京都立大学　名誉教授　 交通

加藤 一誠 慶應義塾大学　商学部　教授 経済

河野 広隆 京都大学 大学院　経営管理大学院　名誉教授 ｺﾝｸﾘｰﾄ,維持管理

岸田 潔 京都大学 大学院　工学研究科 都市社会工学専攻　教授 ﾄﾝﾈﾙ

岸 利治 東京大学 生産技術研究所　教授　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

北川 博巳 近畿大学　総合社会学部　環境・まちづくり系専攻　准教授 都市,計画,交通,社会

木村 亮 京都大学 大学院　工学研究科　社会基盤工学専攻　教授 土工,土質,橋梁,ﾄﾝﾈﾙ

木村 龍治 東京大学　名誉教授　 気象

京谷 孝史 東北大学　工学研究科　教授 ﾄﾝﾈﾙ

久保田 尚 埼玉大学　大学院 理工学研究科　教授 交通

倉内 文孝 岐阜大学　工学部　教授 交通
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桑野 二郎 埼玉大学　大学院 理工学研究科　教授 土質

桑原 雅夫 東北大学　未来科学技術共同研究センター　教授 交通

小池 淳司 神戸大学　大学院 工学研究科 市民工学専攻　教授 交通

河野 達仁 東北大学 大学院　情報科学研究科　教授 交通,計画,都市

小島 克巳 文教大学　国際学部 国際観光学科　教授 経済,交通,観光

後藤 孝夫 中央大学　経済学部　教授 経営,交通,経済

菰田 潔 日本自動車ジャーナリスト協会　会長　 自動車運転,自動車先進技術

近藤 三雄 東京農業大学　名誉教授　 造園

酒井 俊典 三重大学　大学院 生物資源学研究科 共生環境学専攻　教授 土工

坂上 恭助 明治大学　名誉教授　 建築

佐々木 邦明 早稲田大学 創造理工学部　社会環境工学科　教授 交通

沢田 和秀 岐阜大学　工学部付属インフラマネジメント技術研究センター　教授 土質

三林 洋介 玉川大学　エンジニアリングデザイン学科　教授 交通，人間工学

塩見 英治 中央大学　名誉教授　 経済,交通

篠原 修 特定非営利活動法人GSデザイン会議　代表　 景観,土木デザイン

柴山 知也 早稲田大学　理工学術院 社会環境工学科　教授 環境

渋澤 博幸 豊橋技術科学大学　建築・都市システム学系　教授 経済

清水 哲夫 東京都立大学　大学院 都市環境学部 都市環境科学研究科 観光科学域　教授 計画,交通,環境

白石 真澄 関西大学　政策創造学部　教授 経済

杉山 雅洋 早稲田大学　名誉教授　 経済

髙田 邦道 日本大学　名誉教授　 交通

髙橋 愛典 近畿大学　経営学部　教授 経済,交通,物流

竹内 健蔵 東京女子大学　現代教養学部国際社会学科経済学専攻　教授 経済

竹内 康 東京農業大学　地域環境科学部 地域創成科学科　教授 舗装

橘 敏雄 株式会社応用生物　代表取締役　 動物,環境

橘 洋介 広島修道大学　商学部　准教授 経済

龍岡 文夫 東京大学　東京理科大学　名誉教授 土質,土工

舘石 和雄 名古屋大学　大学院 工学研究科 土木工学専攻　教授 構造

田中 伸治 横浜国立大学 大学院 都市イノベーション研究院　都市イノベーション研究院　教授 交通

田中 優 大妻女子大学　人間関係学部 社会・臨床心理学専攻 社会心理学　教授 心理学

田中 泰司 金沢工業大学　工学部 環境土木工学科　准教授 ｺﾝｸﾘｰﾄ

田邉 勝巳 慶應義塾大学　商学部　教授 経済

谷下 雅義 中央大学　理工学部　教授 計画,都市

田村 圭子 新潟大学　危機管理本部 危機管理室　教授 危機管理

手塚 広一郎 日本大学 経済学部　経済学部長・教授　 経済

寺田 一薫 東京海洋大学　大学院 海洋科学技術研究科　教授 経済

寺部 慎太郎 東京理科大学 理工学部　土木工学科　教授 交通

土岐 憲三 立命館大学 衣笠総合研究機構　特別研究フェロー　 構造,地質工学,防災

土門 剛 株式会社シビルアーチ　　 ﾄﾝﾈﾙ

鳥居 康政 REAAA　Road Engineering Association of Asia and Australasia　Honorary Member　Co-Opted Council Member 舗装

長井 正嗣 長岡技術科学大学　名誉教授　 構造

中越 信和 広島大学　名誉教授　 景観,生態

中田 信哉 神奈川大学　名誉教授　 経済

中村 英夫 一般社団法人建設コンサルタンツ協会　顧問　 交通

中村 英樹 名古屋大学　大学院 環境学研究科 都市環境学専攻　教授 交通,交通工学

中村 文彦 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科　特任教授　 交通

中村 貢 東京大学　名誉教授　 経済
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中山 雅彦 株式会社フジミック　道路交通総合研究所　所長 交通

西垣 誠 統合物性モデル技術研究組合　岡山大学名誉教授　 土工

西澤 辰男 石川工業高等専門学校　環境都市工学科　教授 舗装

西村 和夫 東京都立大学　理事　学長特任補佐　 ﾄﾝﾈﾙ

根本 敏則 敬愛大学　経済学部　教授 交通,経済

橋本 俊哉 立教大学　観光学部　教授 観光

林 春男 国立研究開発法人防災科学技術研究所　理事長　 社会

原田 昇 中央大学　理工学部　都市環境学科　交通まちづくり研究室　教授 交通

氷鉋 揚四郎 筑波大学　名誉教授　 経済

日野 伸一 一般社団法人九州建設技術管理協会　学術顧問　 橋梁,ｺﾝｸﾘｰﾄ,構造

兵藤 哲朗 東京海洋大学　海洋工学部 流通情報工学科　教授 交通

福田 大輔 東京大学 大学院　工学系研究科社会基盤学専攻国際プロジェクトグループ・次世代都市システム研究室（福田研究室） 　教授 交通

藤岡 明房 立正大学　経済学部　名誉教授 経済

藤野 陽三 城西大学　学長　 橋梁,構造

二村 真理子 東京女子大学　現代教養学部国際社会学科　教授 経済

古田 均 大阪市立大学　特任教授　 橋梁,情報

堀 繁 　東京大学 名誉教授　一般社団法人まちの魅力づくり研究室 理事 景観

松井 繁之 大阪大学　名誉教授　 構造

松浦 常夫 実践女子大学　人間社会学部　教授 交通，心理学

丸山 久一 長岡技術科学大学　名誉教授　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

丸山 暉彦 長岡技術科学大学　名誉教授　 舗装

三嶋 信雄 川崎地質株式会社　参与　 土工

水野 明哲 工学院大学　名誉教授・顧問　 機械

溝端 光雄 　　

三友 仁志 早稲田大学 国際学術院　アジア太平洋研究科　教授 情報

宮田 喜壽 防衛大学校　システム工学群 建設環境工学科　教授 土質

三輪 富生 名古屋大学　未来材料・システム研究所　准教授 計画,交通

睦好 宏史 埼玉大学　理工学研究科　名誉教授・客員教授 橋梁

村上 哲 福岡大学　工学部 社会デザイン工学科　教授 システム,情報,土工,

文 世一 京都大学 大学院　経済学研究科　教授 経済

元田 良孝 岩手県立大学　名誉教授　 交通

森川 高行 名古屋大学　未来社会創造機構　教授 計画

森地 茂 政策研究大学院大学　客員教授・名誉教授　 交通

森本 幸裕 公益財団法人京都市都市緑化協会　理事長　 林学,景観,植物,造園

森 康男 大阪大学　名誉教授　 交通

安田 進 東京電機大学　名誉教授　 土質

八嶋 厚 岐阜大学　工学部　教授 土質,土工

柳 憲一郎 明治大学　名誉教授　研究・知財戦略機構研究推進員 法律

山内 弘隆 一橋大学　名誉教授　 経済

山﨑 淳 日本大学　名誉教授　 橋梁,ｺﾝｸﾘｰﾄ,構造

山田 健太郎 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社　テクニカルアドバイザー　 橋梁

山本 俊行 名古屋大学　未来材料・システム研究所　教授 計画

湧口 清隆 相模女子大学　人間社会学部　教授 経済

吉井 稔雄 愛媛大学　大学院 理工学研究科　教授 交通工学

依田 照彦 早稲田大学　名誉教授　 橋梁

蓮花 一己 帝塚山大学　学長・心理学部　教授　 心理,交通心理学

若井 明彦 群馬大学　大学院 理工学府 環境創生部門　教授 土工
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