
令和２年度（2020年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 岡田恭明 名城大学 理工学部
幹事 穴井 謙 福岡大学 工学部

一木智之 株式会社 ニューズ環境設計
安田洋介 神奈川大学 工学部
山内勝也 九州大学 大学院芸術工学研究院
横田考俊 一般財団法人 小林理学研究所

委員 伊藤晃佳 一般財団法人 日本自動車研究所
大城 温 国土交通省 国土技術政策総合研究所
坂本慎一 東京大学 生産技術研究所
福島昭則 株式会社 ニューズ環境設計
藤本卓也 株式会社 四元音響設計事務所
舩橋 修 株式会社 高速道路総合技術研究所
松本敏雄 一般財団法人 小林理学研究所

技術委員 今泉博之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
大野英夫 日野自動車株式会社

顧問 山本貢平 一般財団法人 小林理学研究所

以上16名



平成31年度（2019年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学 生産技術研究所
副委員⾧ 岡田恭明 名城大学 理工学部
幹事 穴井 謙 福岡大学 工学部

一木智之 株式会社 ニューズ環境設計
福島昭則 株式会社 ニューズ環境設計
松本敏雄 一般財団法人 小林理学研究所
安田洋介 神奈川大学 工学部
山内勝也 九州大学 大学院芸術工学研究院
横田考俊 一般財団法人 小林理学研究所

委員 伊藤晃佳 一般財団法人 日本自動車研究所
藤本卓也 株式会社 四元音響設計事務所
舩橋 修 株式会社 高速道路総合技術研究所
間渕利明 国土交通省 国土技術政策総合研究所

技術委員 今泉博之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
大野英夫 日野自動車株式会社

顧問 山本貢平 一般財団法人 小林理学研究所

以上16名



平成30年度（2018年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学 生産技術研究所
幹事 穴井 謙 九州工業大学 大学院工学研究院

岡田恭明 名城大学 理工学部
福島昭則 株式会社 ニューズ環境設計
松本敏雄 一般財団法人 小林理学研究所
安田洋介 神奈川大学 工学部
山内勝也 九州大学 大学院芸術工学研究院
横田考俊 一般財団法人 小林理学研究所

委員 伊藤晃佳 一般財団法人 日本自動車研究所
今泉博之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
田近輝俊 株式会社 環境技術研究所
舩橋 修 株式会社 高速道路総合技術研究所
間渕利明 国土交通省 国土技術政策総合研究所

技術委員 大野英夫 日野自動車株式会社
顧問 岩瀬昭雄 新潟大学

押野康夫 元 一般財団法人 日本自動車研究所
藤本一壽 九州大学
山本貢平 一般財団法人 小林理学研究所

以上18名



平成29年度（2017年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学 生産技術研究所
幹事 穴井 謙 九州工業大学 大学院工学研究院

岡田恭明 名城大学 理工学部
福島昭則 株式会社 ニューズ環境設計
松本敏雄 一般財団法人 小林理学研究所
安田洋介 神奈川大学 工学部
山内勝也 九州大学 大学院芸術工学研究院
横田考俊 一般財団法人 小林理学研究所

委員 伊藤晃佳 一般財団法人 日本自動車研究所
井上隆司 国土交通省 国土技術政策総合研究所
今泉博之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
田近輝俊 株式会社 環境技術研究所
中﨑邦夫 株式会社 高速道路総合技術研究所

技術委員 大野英夫 日野自動車株式会社
顧問 岩瀬昭雄 新潟大学

押野康夫 元 一般財団法人 日本自動車研究所
藤本一壽 九州大学
山本貢平 一般財団法人 小林理学研究所

以上18名



平成28年度（2016年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学 生産技術研究所
幹事 穴井 謙 九州工業大学 大学院工学研究院

岡田恭明 名城大学 理工学部
福島昭則 株式会社 ニューズ環境設計
松本敏雄 一般財団法人 小林理学研究所
安田洋介 神奈川大学 工学部
山内勝也 九州大学 大学院芸術工学研究院
横田考俊 一般財団法人 小林理学研究所

委員 伊藤晃佳 一般財団法人 日本自動車研究所
井上隆司 国土交通省 国土技術政策総合研究所
今泉博之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
田近輝俊 株式会社 環境技術研究所
中﨑邦夫 株式会社 高速道路総合技術研究所

技術委員 大野英夫 日野自動車株式会社
顧問 岩瀬昭雄 新潟大学

押野康夫 元 一般財団法人 日本自動車研究所
藤本一壽 九州大学
山本貢平 一般財団法人 小林理学研究所

以上18名



平成27年度（2015年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学 生産技術研究所
幹事 穴井 謙 九州工業大学 大学院工学研究院

岡田恭明 名城大学 理工学部
田近輝俊 株式会社 環境技術研究所
福島昭則 株式会社 ニューズ環境設計
松本敏雄 一般財団法人 小林理学研究所
安田洋介 神奈川大学 工学部
山内勝也 九州大学 大学院芸術工学研究院
横田考俊 一般財団法人 小林理学研究所

委員 伊藤晃佳 一般財団法人 日本自動車研究所
井上隆司 国土交通省 国土技術政策総合研究所
今泉博之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

技術委員 大野英夫 日野自動車株式会社
顧問 岩瀬昭雄 新潟大学

押野康夫 元 一般財団法人 日本自動車研究所
藤本一壽 九州大学
山本貢平 一般財団法人 小林理学研究所

以上17名



平成26年度（2014年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学 生産技術研究所
幹事 穴井 謙 九州工業大学 大学院工学研究院

岡田恭明 名城大学 理工学部
田近輝俊 株式会社 環境技術研究所
福島昭則 株式会社 ニューズ環境設計
松本敏雄 一般財団法人 小林理学研究所
山内勝也 ⾧崎大学 大学院工学研究科
横田考俊 一般財団法人 小林理学研究所

委員 伊藤晃佳 一般財団法人 日本自動車研究所
井上隆司 国土交通省 国土技術政策総合研究所
藤本一壽 九州大学 大学院人間環境学研究院
安田洋介 神奈川大学 工学部

技術委員 大野英夫 日野自動車株式会社
顧問 岩瀬昭雄 新潟大学

押野康夫 元 一般財団法人 日本自動車研究所
山本貢平 一般財団法人 小林理学研究所

以上16名



平成25年度（2013年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学 生産技術研究所
幹事 今泉博之 独立行政法人 産業技術総合研究所

大久保朝直 一般財団法人 小林理学研究所
岡田恭明 名城大学 理工学部
田近輝俊 株式会社 環境技術研究所
福島昭則 株式会社 ニューズ環境設計
松本敏雄 一般財団法人 小林理学研究所
横田考俊 一般財団法人 小林理学研究所

委員 岩瀬昭雄 新潟大学
押野康夫 元 一般財団法人 日本自動車研究所
角湯克典 国土交通省 国土技術政策総合研究所
田中輝栄 東京都 土木技術支援・人材育成センター
藤本一壽 九州大学 大学院人間環境学研究院
三宅龍雄 株式会社 綜合技術コンサルタント
吉久光一 名城大学 理工学部

顧問 橘 秀樹 千葉工業大学 総合研究所
山本貢平 一般財団法人 小林理学研究所

以上17名



平成24年度（2012年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学生産技術研究所
幹事 今泉博之 (独)産業技術総合研究所

大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
横田考俊 ㈶小林理学研究所

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
押野康夫 元㈶日本自動車研究所
角湯克典 国土交通省国土技術政策総合研究所
田中輝栄 東京都土木技術支援・人材育成センター
藤本一壽 九州大学大学院人間環境学研究院
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
吉久光一 名城大学理工学部

顧問 橘 秀樹 千葉工業大学総合研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所

以上17名



平成23年度（2011年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 坂本慎一 東京大学生産技術研究所
幹事 今泉博之 (独)産業技術総合研究所

大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
筑井啓介 ㈶日本自動車研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
吉永弘志 国土交通省国土技術政策総合研究所

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
田中輝栄 東京都土木技術支援・人材育成センター
藤本一壽 九州大学大学院人間環境学研究院
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
横田考俊 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

顧問 橘 秀樹 千葉工業大学総合研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所

以上18名



平成22年度（2010年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 山本貢平 ㈶小林理学研究所
副委員⾧ 坂本慎一 東京大学生産技術研究所
幹事 今泉博之 (独)産業技術総合研究所

大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
筑井啓介 ㈶日本自動車研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
吉永弘志 国土交通省国土技術政策総合研究所

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
田中輝栄 東京都土木技術支援・人材育成センター
藤本一壽 九州大学大学院人間環境学研究院
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
吉久光一 名城大学理工学部

顧問 橘 秀樹 千葉工業大学総合研究所

以上17名



平成21年度（2009年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 山本貢平 ㈶小林理学研究所
幹事 坂本慎一 東京大学生産技術研究所

田近輝俊 ㈱環境技術研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
吉永弘志 国土交通省国土技術政策総合研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 今泉博之 (独)産業技術総合研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
筑井啓介 ㈶日本自動車研究所
藤本一壽 九州大学大学院人間環境学研究院

顧問 橘 秀樹 千葉工業大学総合研究所

以上16名



平成20年度（2008年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 山本貢平 ㈶小林理学研究所
幹事 坂本慎一 東京大学生産技術研究所

田近輝俊 ㈱環境技術研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
吉永弘志 国土交通省国土技術政策総合研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 今泉博之 (独)産業技術総合研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
筑井啓介 ㈶日本自動車研究所
並河良治 国土交通省国土技術政策総合研究所
藤本一壽 九州大学大学院人間環境学研究院

顧問 香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
橘 秀樹 千葉工業大学情報科学部

以上18名



平成19年度（2007年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 山本貢平 ㈶小林理学研究所
幹事 坂本慎一 東京大学生産技術研究所

田近輝俊 ㈱環境技術研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
吉永弘志 国土交通省国土技術政策総合研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 今泉博之 (独)産業技術総合研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
筑井啓介 ㈶日本自動車研究所
並河良治 国土交通省国土技術政策総合研究所
藤本一壽 九州大学大学院人間環境学研究院

顧問 香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
橘 秀樹 千葉工業大学情報科学部

以上18名



平成18年度（2006年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 山本貢平 ㈶小林理学研究所
幹事 坂本慎一 東京大学生産技術研究所

田近輝俊 ㈱環境技術研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
吉永弘志 国土交通省国土技術政策総合研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 今泉博之 (独)産業技術総合研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
筑井啓介 ㈶日本自動車研究所
並河良治 国土交通省国土技術政策総合研究所
藤本一壽 九州大学大学院人間環境学研究院

顧問 香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
橘 秀樹 千葉工業大学情報科学部

以上18名



平成17年度（2005年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 山本貢平 ㈶小林理学研究所
幹事 坂本慎一 東京大学生産技術研究所

田近輝俊 ㈱環境技術研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
森 俤司 国土交通省国土技術政策総合研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 今泉博之 (独)産業技術総合研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
筑井啓介 ㈶日本自動車研究所
並河良治 国土交通省国土技術政策総合研究所
藤本一壽 九州大学大学院人間環境学研究院

顧問 香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
橘 秀樹 千葉工業大学情報科学部

以上18名



平成16年度（2004年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 山本貢平 ㈶小林理学研究所
幹事 坂本慎一 東京大学生産技術研究所

田近輝俊 ㈱環境技術研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
森 俤司 国土交通省国土技術政策総合研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 今泉博之 (独)産業技術総合研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
大久保朝直 ㈶小林理学研究所
岡田恭明 名城大学理工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
筑井啓介 ㈶日本自動車研究所
並河良治 国土交通省国土技術政策総合研究所

顧問 金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
子安 勝 千葉工業大学
佐々木實 音環境システム研究所
曽根敏夫 秋田県立大学システム科学技術学部
橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上23名



平成15年度（2003年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 千葉工業大学
幹事 坂本慎一 東京大学生産技術研究所

佐々木實 音環境システム研究所
曽根敏夫 秋田県立大学システム科学技術学部
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
並河良治 国土交通省国土技術政策総合研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
森 俤司 国土交通省国土技術政策総合研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上19名



平成14年度（2002年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 千葉工業大学
幹事 佐々木實 音環境システム研究所

曽根敏夫 秋田県立大学システム科学技術学部
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
上坂克巳 国土交通省東北地方整備局福島工事事務所
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
坂本慎一 東京大学生産技術研究所
高木興一 京都大学
並河良治 国土交通省国土技術政策総合研究所
福島昭則 ㈱ニューズ環境設計
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
山口静馬 山口大学工学部

以上20名



平成13年度（2001年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 千葉工業大学
幹事 佐々木實 音環境システム研究所

曽根敏夫 秋田県立大学システム科学技術学部
高木興一 京都大学
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
上坂克巳 国土交通省国土技術政策総合研究所
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
坂本慎一 東京大学生産技術研究所
並河良治 国土交通省国土技術政策総合研究所
松本敏雄 ㈶小林理学研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
山口静馬 山口大学工学部

以上19名



平成12年度（2000年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 千葉工業大学
幹事 佐々木實 東和大学工学部

曽根敏夫 秋田県立大学システム科学技術学部
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

幹事補 松本敏雄 ㈶小林理学研究所
委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部

上坂克巳 国土交通省土木研究所
大西博文 国土交通省土木研究所
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
坂本慎一 東京大学生産技術研究所
高木興一 京都大学
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
三宅龍雄 ㈱綜合技術コンサルタント
山口静馬 山口大学工学部

以上19名



平成11年度（1999年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 千葉工業大学
幹事 佐々木實 東和大学工学部

曽根敏夫 秋田県立大学システム科学技術学部
山下充康 ㈶小林理学研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
上坂克巳 建設省土木研究所
大西博文 建設省土木研究所
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北文化学園大学科学技術学部
高木興一 京都大学大学院
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上17名



平成10年度（1998年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 千葉工業大学工学部
幹事 佐々木實 東和大学工学部

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
上坂克巳 建設省土木研究所
大西博文 建設省土木研究所
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北科学技術短期大学
高木興一 京都大学大学院
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上17名



平成9年度（1997年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 千葉工業大学工学部
幹事 佐々木實 東和大学工学部

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
上坂克巳 建設省土木研究所
大西博文 建設省土木研究所
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北科学技術短期大学
高木興一 京都大学大学院
田近輝俊 ㈱環境技術研究所
田村正行 環境庁国立環境研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上18名



平成8年度（1996年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 千葉工業大学工学部
幹事 佐々木實 東和大学工学部

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
大西博文 建設省土木研究所
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北科学技術短期大学
高木興一 京都大学大学院
田村正行 環境庁国立環境研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上17名



平成7年度（1995年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 佐々木實 東和大学工学部

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
大西博文 建設省土木研究所
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北科学技術短期大学
高木興一 京都大学工学部
田村正行 環境庁国立環境研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上17名



平成6年度（1994年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 佐々木實 九州芸術工科大学

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 石田 稔 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 鶴岡工業高等専門学校
高木興一 京都大学工学部
田村正行 環境庁国立環境研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上17名



平成5年度（1993年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 佐々木實 九州芸術工科大学

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

委員 石田 稔 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 鶴岡工業高等専門学校
高木興一 京都大学工学部
田村正行 環境庁国立環境研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 山口大学工学部

以上17名



平成4年度（1992年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 佐々木實 九州芸術工科大学

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所

委員 石田 稔 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
押野康夫 ㈶日本自動車研究所
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 鶴岡工業高等専門学校
高木興一 京都大学工学部
田村正行 環境庁国立環境研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 山口大学工学部
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

以上17名



平成3年度（1991年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 佐々木實 九州芸術工科大学

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所

委員 石田 稔 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 鶴岡工業高等専門学校
高木興一 京都大学工学部
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

以上15名



平成２年度（1990年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 佐々木實 九州芸術工科大学

曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所

委員 岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 鶴岡工業高等専門学校
高木興一 京都大学工学部
中島威夫 建設省土木研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

以上15名



平成元年度（1989年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 曽根敏夫 東北大学電気通信研究所

橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所

委員 足立義雄 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 鶴岡工業高等専門学校
高木興一 京都大学工学部
中島威夫 建設省土木研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

以上16名



昭和63年度（1988年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 曽根敏夫 東北大学電気通信研究所

橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所

委員 足立義雄 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北大学電気通信研究所
高木興一 京都大学工学部
中山 隆 建設省土木研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

以上16名



昭和62年度（1987年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 曽根敏夫 東北大学電気通信研究所

橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所

委員 足立義雄 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 三重大学工学部
香野俊一 東北大学電気通信研究所
高木興一 京都大学工学部
中山 隆 建設省土木研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

以上16名



昭和61年度（1986年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
相談役 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 曽根敏夫 東北大学電気通信研究所

橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所

委員 足立義雄 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
香野俊一 東北大学電気通信研究所
高木興一 京都大学工学部
中山 隆 建設省土木研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

以上16名



昭和60年度（1985年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
副委員⾧ 子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 曽根敏夫 東北大学電気通信研究所

橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
山下充康 ㈶小林理学研究所

委員 足立義雄 建設省土木研究所
岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
香野俊一 東北大学電気通信研究所
高木興一 京都大学工学部
中山 隆 建設省土木研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校
山本貢平 ㈶小林理学研究所
吉久光一 名城大学理工学部

以上16名



昭和59年度（1984年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
全体相談役子安 勝 (有)音響工学研究所
幹事 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所

山下充康 ㈶小林理学研究所
幹事補 山本貢平 ㈶小林理学研究所

吉久光一 名城大学理工学部
委員 足立義雄 建設省土木研究所

岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
香野俊一 東北大学電気通信研究所
曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
高木興一 京都大学工学部
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校

以上15名



昭和58年度（1983年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
副委員⾧ 子安 勝 音響工学研究所
幹事 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所

山下充康 ㈶小林理学研究所
幹事補 山本貢平 ㈶小林理学研究所

吉久光一 東京大学生産技術研究所
委員 足立義雄 建設省土木研究所

岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
香野俊一 東北大学電気通信研究所
曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
高木興一 京都大学工学部
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 海上保安大学校

以上15名



昭和57年度（1982年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
幹事 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所

山下充康 ㈶小林理学研究所
幹事補 山本貢平 ㈶小林理学研究所
委員 足立義雄 建設省土木研究所

岩瀬昭雄 新潟大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
香野俊一 東北大学電気通信研究所
子安 勝 音響工学研究所
曽根敏夫 東北大学電気通信研究所
高木興一 京都大学工学部
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 広島大学工学部

以上14名



昭和56年度（1981年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
幹事 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所

山下充康 ㈶小林理学研究所
委員 足立義雄 建設省土木研究所

金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
子安 勝 ㈶小林理学研究所
曽根敏夫 東北大学工学部
高木興一 京都大学工学部
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 広島大学工学部

以上11名



昭和55年度（1980年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
幹事 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所

山下充康 ㈶小林理学研究所
委員 金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス

久野和宏 名古屋大学工学部
子安 勝 ㈶小林理学研究所
曽根敏夫 東北大学工学部
高木興一 京都大学工学部
野中 宏 建設省土木研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 広島大学工学部

以上11名



昭和54年度（1979年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 佐々木實 九州芸術工科大学
幹事 橘 秀樹 東京大学生産技術研究所

山下充康 ㈶小林理学研究所
委員 金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス

久野和宏 名古屋大学工学部
子安 勝 ㈶小林理学研究所
曽根敏夫 東北大学工学部
高木興一 京都大学工学部
野中 宏 建設省土木研究所
平野興彦 ㈱環境工学研究所
山口静馬 広島大学工学部

以上11名



昭和53年度（1978年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 石井聖光 東京大学 生産技術研究所
副委員⾧ 子安 勝 小林理学研究所
委員 足立義雄 建設省土木研究所

安東武夫 運輸省交通安全公害研究所
五十嵐寿一 小林理学研究所
池谷和夫 名古屋大学工学部
今泉信夫 東京都公害研究所
鵜飼正保 愛知県公害調査センター
太田光雄 広島大学工学部
金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
金安公造 建設省土木研究所
北村音壱 九州芸術工科大学
久野和宏 名古屋大学工学部
佐々木實 九州芸術工科大学
曽根敏夫 東北大学工学部
高木興一 京都大学工学部
橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
中村隆一 大阪府公害監視センター
二村忠元 東北大学工学部
野中 宏 建設省土木研究所
平野興彦 環境工学研究所
藤本茂夫 幾徳工業大学
星埜 和 中央大学理工学部
前川純一 神戸大学工学部
村岡憲司 環境省大気保全局
安岡正人 東洋大学工学部
山口静馬 広島大学工学部
山下充康 小林理学研究所
山本剛夫 京都大学工学部

以上29名

注:名簿には役職が書かれていないが、前後の年度から推測



昭和52年度（1977年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 石井聖光 東京大学 生産技術研究所
副委員⾧ 子安 勝 小林理学研究所
委員 安東武夫 運輸省交通安全公害研究所

五十嵐寿一 小林理学研究所
池谷和夫 名古屋大学工学部
今泉信夫 東京都公害研究所
鵜飼正保 愛知県公害調査センター
太田光雄 広島大学工学部
金安公造 建設省土木研究所
北村音壱 九州芸術工科大学
中村隆一 大阪府公害監視センター
二村忠元 東北大学工学部
村岡憲司 環境庁大気保全局
藤本茂夫 幾徳工業大学
星埜 和 中央大学理工学部
前川純一 神戸大学工学部
山本剛夫 京都大学工学部

専門委員 金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
佐々木實 九州芸術工科大学
曽根敏夫 東北大学工学部
高木興一 京都大学工学部
野中 宏 建設省土木研究所
平野興彦 環境工学研究所
安岡正人 東洋大学工学部
橘 秀樹 東京大学生産技術研究所
山口静馬 広島大学工学部
山下充康 小林理学研究所

以上28名

注:名簿には役職が書かれていないが、前後の年度から推測



昭和51年度（1976年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 石井聖光 東京大学 生産技術研究所
副委員⾧ 子安 勝 小林理学研究所
委員 安東武夫 運輸省交通安全公害研究所

五十嵐寿一 東京大学宇宙航空研究所
池谷和夫 名古屋大学工学部
鵜飼正保 愛知県公害調査センター
太田光雄 広島大学工学部
北村音壱 九州芸術工科大学
坂上丈寿 日本自動車工業会
中村隆一 大阪府公害監視センター
二村忠元 東北大学工学部
藤城泰行 環境庁大気保全局
藤本茂夫 通産省機械技術研究所
星埜 和 中央大学理工学部
前川純一 神戸大学工学部
望月富雄 東京都公害研究所
山本剛夫 京都大学工学部

専門委員 金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
佐々木實 九州芸術工科大学
曽根敏夫 東北大学工学部
高木興一 京都大学工学部
平野興彦 環境工学研究所
安岡正人 東洋大学工学部
山口道征 東京大学生産技術研究所
山下充康 小林理学研究所

以上26名



昭和50年度（1975年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 石井聖光 東京大学 生産技術研究所
副委員⾧ 子安 勝 小林理学研究所
委員 安東武夫 運輸省交通安全公害研究所

五十嵐寿一 東京大学宇宙航空研究所
池谷和夫 名古屋大学工学部
太田光雄 広島大学工学部
北村音壱 九州芸術工科大学
坂上丈寿 日本自動車工業会
二村忠元 東北大学工学部
藤城泰行 環境庁大気保全局
藤本茂夫 通産省機械技術研究所
星埜 和 中央大学理工学部
前川純一 神戸大学工学部
望月富雄 東京都公害研究所
山本剛夫 京都大学工学部

専門委員 金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
佐々木實 九州芸術工科大学
曽根敏夫 東北大学工学部
高木興一 京都大学工学部
平野興彦 環境工学研究所
安岡正人 東洋大学工学部
山口道征 東京大学生産技術研究所
山下充康 小林理学研究所

以上24名



昭和49年度（1974年度） 日本音響学会 道路交通騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 石井聖光 東京大学 生産技術研究所
副委員⾧ 子安 勝 小林理学研究所
委員 安東武夫 運輸省交通安全公害研究所

五十嵐寿一 東京大学宇宙航空研究所
池谷和夫 名古屋大学工学部
石戸 明 建設省土木研究所
太田光雄 広島大学工学部
金安公造 建設省土木研究所
北村音壱 九州芸術工科大学
坂上丈寿 日本自動車工業会
二村忠元 東北大学工学部
藤本茂夫 通産省機械技術研究所
星埜 和 中央大学理工学部
前川純一 神戸大学工学部
峰島日出夫 環境庁大気保全局
望月富雄 東京都公害研究所
山本剛夫 京都大学工学部
渡辺修自 建設省道路局

専門委員 金泉 昭 ㈱ケー・シー・エス
久野和宏 名古屋大学工学部
佐々木實 九州芸術工科大学
曽根敏夫 東北大学工学部
高木興一 京都大学工学部
平野興彦 八千代エンジニアリング㈱
安岡正人 東洋大学工学部
山口道征 東京大学生産技術研究所
山下充康 小林理学研究所

以上27名



昭和44年度（1969年度） 日本音響学会 道路騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 五十嵐寿一 東京大学宇宙航空研究所
幹事 子安 勝 ㈶小林理学研究所

中野有朋 石川島播磨重工業㈱技術研究所
委員 石井聖光 東京大学生産技術研究所

坂上丈寿 日産自動車㈱第一実験部
永田 穂 日本放送協会総合技術研究所
望月富雄 東京都公害研究所
渡辺潤三 首都高速道路公団計画部

以上8名



昭和43年度（1968年度） 日本音響学会 道路騒音調査研究委員会
委員会名簿

委員⾧ 五十嵐寿一 東京大学宇宙航空研究所
幹事 子安 勝 ㈶小林理学研究所

中野有朋 石川島播磨重工業㈱技術研究所
委員 石井聖光 東京大学生産技術研究所

北村音壱 大阪大学産業科学研究所
久我新一 建設省建築研究所
坂上丈寿 日産自動車㈱第一実験部
永田 穂 日本放送協会総合技術研究所
望月富雄 東京都首都整備局公害部
渡辺潤三 首都高速道路公団計画部

以上10名


