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故福岡正巳先生 

（2013 年 4月 20 日応用地質(株)澤田俊一氏撮影） 

追悼文 

福岡正巳先生を偲ぶ 

  

IGS 元会長・ IGS 日本支部前支部長 龍岡文夫 

  

福岡正巳先生は、2016 年 1 月 27 日、満 98 歳に

て永眠されました。先生の御指導・御鞭撻を受け

た多くの者の一人として、ここに謹んでご冥福を

お祈り申し上げます。 

 先生は、1917 年（大正 6 年）3 月 12 日岡山県播

州で誕生され、姫路高等学校、東京大学土木工学

科を経て、1940 年に内務省に入られ、土木研究所

に配属され構造物試験科所属になられました。戦

争中は招集されて、フィリッピンにも派遣され、

1945 年 8 月 6 日午前 8 時 15 分宇品で広島の原爆

に遭遇され、広島での救援活動にも参加されてお

られます。終戦後、建設省土木研究所に復帰され、

戦後の極めて困難な時、我が国が疲弊し切り将来

に対する展望を失っていた時から復興・復旧に携

わられました。高度成長期を経て、今日の成熟期

に到るまで、一貫して土木工学、とりわけ地盤工

学を通して、第一線で中心となって我が国の発展

に尽くしてこられてきたことは周知の通りです。

終戦前から戦争直後に掛けては、戦争で疲弊し切

った所に、幾つもの大地震と大洪水が立て続けに

我国を襲い、あの時代は本当に大変であったと、筆者が若い頃に先生から直接お伺いしたことが

あります。確かに、あの時代に身を置いたら、将来に対する展望・希望をどのように持てたのか、

想像することすら難しいことです。  

先生が活躍された技術分野は、驚くほど多彩で深いものです。地すべり、道路土工・舗装、豪

雨による斜面災害と対策、利根川等の洪水被害調査、河川堤防等土工、1959 年伊勢湾台風の被害

調査から始まる海岸工学、地盤調査と室内土質試験、土圧論と擁壁、日本最大級の高瀬ダム等の

フィルダムの設計、地盤沈下問題、宅地、本四架橋を含む橋梁基礎の設計、1946 年南海地震・1950

年福井地震から始まる内外の地震被害調査、それに関連した耐震工学、ジオシンセティックス工

学などなどであり、今日ではそれぞれの分野で専門家になることも大変なことです。この間、1953

年～1954 年と戦後非常に早い時期にスウェーデンに留学され、土木技術者には国際性が必要なこ

とを痛感しておられます。1960 年に機械施工部長に、さらに同年土木研究所支所が開設された千

葉支所所長になられ、1967 年に所長になられたのち、土木研究所を 1970 年に退官されました。

その後、道路公団を経て、1971 年東京大学土木工学科教授になられました。 
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先生は、我が国の土質工学会（現地盤工学会）の創設と発展にも深く貢献されており、1976 年

～1977 年に会長を務めておられます。また、国際土質基礎工学会(International Society for Soil 

Mechanics and Foundation Engineering、現在の国際地盤工学会（ International Society for Soil 

Mechanics and Geotechnical Engineering）でのご活躍も特筆しなければなりません。特に、1977 年

東京での第 9 回世界大会の招致と運営に御尽力されました。この大会では、筆者は 31 歳の若い地

盤工学の技術研究者の一人として大いに刺激を受け、国際活動のトレーニングを受けた場であり

ました。また、1977 年～1981 年に日本人として初めて国際土質基礎工学会の会長職をお勤めにな

られました。1977 年には、東京理科大学土木工学科に教授として赴任されて、教育と研究のみな

らず、学科主任としての学科運営に御尽力されました。また、ジオシンセティックス補強土擁壁

の実物大模型の建設、東京電力玉原発電所上ダムの貯水池底でのジオメンブレンによる漏水防止

に関連した研究を嚆矢に、ジオシンセティックス工学の研究を幅広く行ってこられました。1983

年に東京理科大学正教授を退職され、1986 年まで常勤の嘱託教授としてお勤めになられました。 

 先生を慕う教え子・後進が多いのは、先生の飾らないお人柄、自分で出来ることは自分でこま

めに対処して人をやたらに使わないことであるのは間違いありません。また、良いと思ったこと

は、すぐ実行に移すと言う実行力には驚かされます。しかし、先生が慕われる理由はそれだけで

はないでしょう。やはり、先生の生き方による所が大きいと思われます。先生の生涯は、古い言

葉で言えば滅私奉公に徹していた、と言えるのではないでしょうか。ここで言う「私」とは「個

人的利益」であり「個人的考えや個性」のことではありません。「公」は「おおやけ」であり、社

会基盤工学で意味する「社会」であります。先生ご自身は「私は昔から大変実際的なんです。極

端に言うと、役に立たない学問は意味がない、という考えを持っています。これは、土木研究所

という所にいた関係もあると思います」と書いておられます。筆者がこの言葉の意味を不完全な

がら漸く理解できたのは、土木研究所に身をおき、東京湾横断道路等の多くの現場プロジェクト

に関係してそれなりに格闘してからであります。 

筆者は、東大土木工学科以降、道路公団を除いて、それぞれの期間、役職、仕事の規模と内容

は全く異なりますが、偶然先生とほぼ同じ道を歩んできました。そのこともあって、初めてお会

いした時は全く理解できなかった先生の信条、偉大さ、先駆性が、経験を積んだ後に僅かかもし

れないけれど漸く理解できるようになった、というのが正直なところであります。と言うのは、

筆者が先生に初めてお会いしたのは、1971 年に東大教授として赴任なされた直後であり、その時

筆者は大学院博士課程 2 年生でありました。それまでは、故最上武雄先生のほぼ最後の学生とし

て、また石原研而先生のほぼ最初の学生として研究の指導を受けていました。最上先生は、実務

的な地盤工学にも関係しておられましたが、アカデミック研究者の象徴的な方であり、私自身は

三軸試験装置で砂の変形特性の法則性という極めて大学的な研究をしていました。最上先生も福

岡先生も、お互い手の表と裏の関係である、と仰っておられていたことが非常に印象に残ってい

ます。これは是と非の問題ではないのは当然です。このような状況で、福岡先生が新任の教授と

して着任なされ、しかも筆者の指導教員になられた次第であります。筆者は当然のことながら福

岡先生の考え方がサッパリ分からず、先生にしてみれば、筆者の研究の広い意味での意義を認め

つつも、筆者の視野の狭さが非常に気になったことは間違いないはずであります。三軸試験に没

頭していた筆者に対して「三軸圧縮試験は役に立たない、一面せん断試験の方が役に立つ」とい

きなり言われた時は、ただ驚くばかりでありました。当時、一面せん断試験が実用的であること
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は薄々知っていましたが、主応力とひずみが測定できないことから土質力学の研究には全く向か

ないと思い込んでいた訳であります。かなり後になって分かったことですが、先生の発言の技術

的な背景は、地すべりの安定解析では低い拘束圧での強度特性が必要ですが、当時の三軸圧縮試

験では低い拘束圧での精度の高い実験ができないため、一面せん断試験の方がましであること、

でありました。しかしそれよりも、狭いアカデミックの世界に閉じこもっていた筆者の将来に対

する危険性を感じ取って、教育的発言をなされた訳でありましょう。筆者は、現在はすべりの安

定解析には確かに一面せん断試験の方が役に立つと理解しています。 

 その後、筆者は 1977 年に土研から東大生研に移りました。三木五三郎教授は、福岡先生とは異

なる角度から地盤改良、補強土工法の研究をなさっておられ、それが契機で補強土工法の研究を

開始し、やがて福岡先生とは直接関係することなくジオシンセティックス補強土工法に将来性を

見出して研究を開始して、その世界で再び福岡先生に強い影響を受けることとなりました。 

福岡先生は、1982 年のラスベガスでの第二回国際ジオテキスタイル会議に出席され、それを契

機として国際ジオシンセティックス学会（International Geosynthetic Society, IGS）の設立に参加さ

れました。この時期、日本の技術者・研究者が関心と将来性に対する展望を持つ前からジオシン

セティックス技術に注目し、さらに IGS の意義を認められて、その設立と発展に早くから打ち込

まれました。1982 年第二回国際ジオテキスタイル会議の翌年の 1983 年と極めて早い時期に、土

質工学会にジオテキスタイル研究委員会を設立しています。その当時は、ジオテキスタイル工学

（あるいはジオシンセティックス工学）は、純粋土質の研究をしている方々からは亜流、傍流の

分野と見られる傾向にあり、必ずしも暖かい目では見られていなかったようです。それだけに、

今日から見ると、先生の先駆性と実行力には感嘆すべきものがあります。 

 現在は 40 を超える IGS 支部の No. 1 は、1985 年参加の日本支部であることを御存じの方はど

れだけおられるでしょうか？No.2 は 1986 年北米支部(NAGS)、No.3 が 1987 年英国支部です。IGS

は、当初は IGS の父とも言える Giroud, J. P.を中心として優れた個人が集団的に指導する体制であ

り、Council（理事会）が最高議決機関であって、この体制は現在も基本的に変化していません。

この組織体制は、各国の地盤工学会の集合体の形式を取っている国際地盤工学会(International 

Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering)とは異なっており、自由度と柔軟性に優れ

ていて、特に創設期で各国の体制が整っていない段階では優れた形態であり、IGS の発展に大い

に貢献してきました。しかし、この組織体制だけでは、自国に足場が無く自国でのジオシンセテ

ィックス工学の発展には関心がないが、国際的に著名で個人的に活動している理事が、多数強い

発言力を持ち、倶楽部的な雰囲気も強くなっていく危険を内包していることになります。実際そ

の後、それがやや現実化していったという経緯もあります。各国に支部がなければ、IGS の発展

には限界が来ることは明らかであります。1980 年代初頭の IGS の創設期に、このような将来を見

据えて、各国に学会組織がなければ国際学会として発展しないことを考え、第一号で日本支部を

設立して IGS に参加したことは、驚くべき先見性であります。先生の指導力と英断には、敬服す

るばかりです。後年筆者が IGS 会長になり、上記の個人主義に悩まされ、IGS 支部にできるだけ

多くの権限を与えて発展を促す方針を取ろうとした時、先生の慧眼を認識した次第であります。 

IGS 日本支部の現在の形を作り上げたのも、IGS 日本支部初代支部長の先生であります。第一に、

IGS 日本支部(IGS Japan Chapter)であって日本ジオシンセティックス学会ではなく、IGS 日本支部

会員はそのまま IGS 会員としたことが重要です。これは当たり前のようですが、当たり前ではあ
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りません。日本の地盤工学会では一部の会員しか国際地盤工学会の会員ではありません。また、

IGS 支部とは別個に国内ジオシンセティックス学会が組織されていて国内会員は多いものの IGS

会員は少ない国が、非英語国では少なくありません。つまり、IGS 会員になっても英語の論文・

News を読む訳ではなく英語が公用語の国際学会に参加する訳でもない場合、IGS 会員になる価値

が直ちには認識できにくい訳です。我が国でも、この点から国内での会員増加を狙って日本ジオ

シンセティックス学会の創立を提案する意見も少なくありませんでした。しかし、そうすると IGS

会員は少なくなり国際性が薄れた活動になってしまうことになる次第です。従って、IGS 支部会

員すなわち IGS 会員であることのメリットをきちんと保証する必要があることになります。そこ

で先生は、第二の重要な点として、会員名簿の整備だけでなく、IGS 技術情報誌の定期発行、毎

年の IGS シンポジウムの実施、各種技術委員会、講習会等の開催を行うことによって、単に産業

界の協会的活動だけではなく、技術情報と研究成果の交流・議論の場を提供することを極めて重

視し、これらを非常なる努力で定着させてこられました。先生の後を継いで筆者が IGS 日本支部

長になって多くの方々と協力して行ったことは、これらの内容と形態を整備しただけであった、

とも言えます。 

 最後に一つエピソードを書かせて下さい。2000 年 1 月 31 日に恒例の IGS 日本支部総会があり

ました。筆者は日本支部長として総会の議長であり、用意した議事も全て滞りなく終わり、5 時

頃閉会を宣言しようとしました。丁度その時、福岡先生が挙手され緊急動議を出されました。そ

れは、筆者が IGS Vice President（一名）に立候補することを総会として決議する、というもので

ありました。筆者はそこまで IGS に関与する決断がついていなかったため、立候補は見送ってい

ました。先生の動議に対して、筆者は「立候補の締め切りは本日 5 時で、もう立候補できません」

と発言した所、「米国との間には時差がある」と指摘され、総会ではその様に決議された次第です。

筆者は総会決議を受諾して、総会が開かれていた当時お茶の水駅付近にあった土質工学会本部か

ら本郷キャンパスの自分の部屋に戻り、立候補届を作り真夜中に E-mail を出した次第です。その

後、Vice President, 2006 年横浜での第 8 回国際ジオシンセティックス学会の組織と運営, President

という道を歩むことになりましたが、これも先生の強い指導力の賜物であります。IGS での活動

を通じないと、先生の先駆的な決断と実行力の意味を本当に理解することは出来なかった訳です。

またその間、先生は筆者に何か個人的要求をして困らせることは一切なく、極めて公私の区別に

厳格な方であることを再認識した次第であります。 

 このように、国際的な場における日本の地位向上を常に考え、実践してこられた先生の御指導・

御鞭撻を受けたことに感謝をし、ここに改めてご冥福をお祈り申し上げる次第です。 
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