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１．はじめに 

北アフリカにあるモロッコ国の観光地マラケッシュで GeoArfrica 2017（IGS の第 3 回アフリカ

地域会議）が 2017 年 10 月 8～11 日に開催されたのに合わせて、IGS の理事会が 10 月 7～8 日に、

GeoAfrica 会場の MOGADOR AGDAL PALACE ホテルで開催された。 

日本からは古関１名が理事会に参加した。今回の理事会では、ICG（国際ジオシンセティック

ス会議）を 2018 年のソウルの次にどこで開催するかを決めることが、主要な議題の一つであった。

以下では、どのような経緯で開催地が決まったかについて最初にとりまとめたうえで、理事会で

の議事内容を報告する。 

 

２．ICG（国際ジオシンセティックス会議）の招致活動と投票結果 

これまでの ICG の開催状況を、IS 九州やアジア地区会議の開催状況等とあわせて図-1に示す。

IGS 設立前の開催だが第 1 回の会議に相当すると見なされている 1977 年のパリ会議以降、横浜で

2008 年に開催した第 8 回会議を含めて、原則的には 4 年ごとに第 10 回まで開催されている。1994

年に IGS の名称が現在のものに改称されたのを受けて、1998 年のアトランタ会議以降は現在の会

議名称（International Conference on Geosynthetics）となっている。2018 年に開催予定のソウル会議

が第 11 回であり、2022 年の第 12 回の開催地を、その 5 年前の今回の理事会で決定した。 

第１回 1977 フランス（パリ）

第２回 1982 米国（ラスベガス）

第３回 1986 オーストリア（ウィーン）

第４回 1990 オランダ（ハーグ）

第５回 1994 シンガポール

第６回 1998 米国（アトランタ）

第７回 2002 フランス（ニース）

第８回 2006 日本（横浜）

第９回 2010 ブラジル（グアルジャ）

第10回 2014 ドイツ（ベルリン）

第11回 2018 韓国（ソウル）

（アジア地区での関連会議開催等）

1982 IGS設立のための委員会が発足
1983 International Geotextile Society設立
1985 IGS日本支部設立
1988 IS九州88

1992 IS九州92
1994 学会名称を現在のものに改称
1996 IS九州96 + 東京でシンポジウム
1997 最初のアジア地区会議（インド）
2000 第２回アジア地区会議（マレーシア）
2001 IS九州2001
2004 第３回アジア地区会議（韓国）
2007 IS九州07
2008 第４回アジア地区会議（中国）

2012 第５回アジア地区会議（タイ）

2016 第６回アジア地区会議（インド）

2021 第７回アジア地区会議（台湾）
 

図-1 これまでの ICG 開催と IGS の設立・改称およびアジア地区での関連会議開催の経緯 

（IGS 本部の website に掲載されている資料を参考に作成） 
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開催地候補として、ローマ（イタリア支部）、マンチェスター（英国支部）、ケープタウン（南

アフリカ支部）、トロント（北米支部）から招致提案があった。主として以下の情報に関する招致

資料（最大の資料は 135 ページ）が事前提出され、各理事はこれらを読んだうえで投票に臨んだ。 

a) なぜ招致したいのか（どのような点をアピールしたいのか）？ 

b) どのような会場と予算規模を想定しているのか？宿泊施設の状況は？ 

c) 世界各地からのアクセスのしやすさは？ 

d) 会議のテーマやビジョンは？見学会等の予定内容は？ 

e) 運営委員会等の準備状況は？自治体等からのサポートの状況は？ 

理事会の初日に投票方法について激しい議論が行われた。最終的に決まった投票方法は、好ま

しいと思われる順にそれぞれ 5,3,2,1 点をつけて投票し、合計点が最も高い候補地に決めるもので

あった。ただし、4 番目については選ばないことも可能で、その場合は 5,3,2,0 点をつけることに

なるというものだった。 

二日目に各候補地の担当者による招致演説（質疑を含み 15 分間）が以下の順であった。 

(1) ローマ 

「全ての道はローマに通ず」をキャッチフレーズに、観光地としての魅力と予定会場の特徴を

動画で最初に紹介した。次に、ヨーロッパ地域会議も含めると今回が 3 回目の立候補であること

を強調したうえで、開催計画と周辺都市の魅力について説明した。 

(2) マンチェスター 

地域会議の開催などで経験豊富なチームが、英国地盤工学会・土木学会等と協力しつつ信頼性

の高い運営を行うことを特色としながら、伝統のサッカー大会に加えてゴルフ大会やチャリティ

ー活動も含む開催計画を説明した。滞在費用が安価であること、ジオシンセティックスの誕生の

地であることも強調したうえで、最後に動画で開催都市の紹介を行った。 

(3) ケープタウン 

硬質紙（計 33 ページ）のパンフレットを配布したうえで、伝統的な衣装をまとった女性担当者

が説明した。アフリカ地域が他の地域とは異なりジオシンセティックスの利用に関してはまだ発

展途上であることと、その中で南アフリカがパイオニア的存在であり、IGS 内では会員数が最大

の支部で地域会議の開催実績もあることを強調し、最後に動画で開催都市の状況を紹介した。 

(4) トロント 

短距離・中距離・長距離を移動する各視点からの開催都市の利便性と集客性をまず強調してか

ら、教育的な行事に優先的に予算配分し、「実務と研究のギャップの橋渡し」が会議テーマである

ことを説明し、北米支部をリニューアル中であることも紹介した。動画は使用しなかった。 

 以上の招致演説中の質疑では、会議開催時の気候、会場まで徒歩圏内のホテルの有無や、会議

を象徴するテーマ、同伴者用プログラムの予定内容、治安状況等が共通的に質問された。 

投票の結果、ローマが第 12 回 ICG の開催地として決定した。合計点は開示されなかった。個

人的には当日の説明・質疑内容は英国が秀逸であったと感じたが、元 IGS 会長で現イタリア支部

会長の Daniele Cazzuffi 氏が熱弁をふるってローマに招致した効果のほうが上回ったようである。 

ローマで開催会場となる予定の“Parco della Musica”を図-2に示す。著名な建築家（Renzo Piano

氏）による作品とのことであった。まだ開催日はアナウンスされていないが、2022 年はこの会議

への論文投稿・参加を是非ご予定いただきたい。 
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図-2 2022 年にローマで開催される第 12 回 ICG の予定会場（Parco della Musica） 

 

３．理事会での主要な報告・審議内容 

理事会の全体会合では以下のような報告と審議が行われた。日本支部に対しては、「持続可能な

発展のためのジオシンセティックスの活用」に関する広報動画（Sustainability video）と用語集（IGS 

terminology and glossaries）および各種リーフレット（ただし、現在の改訂作業終了後）の日本語

への翻訳と、博士論文データベースの情報提供に関して、本部に協力することが期待されている。 

 昨年 10 月以降の 1 年間で 258 名の会員が加入し、2017 年 9 月時点での個人会員数は 3147 名

となった（ガーナやメキシコで会員数が大幅に減少した影響も受けた結果、122 名の会員増

だった）。なお、個人会員数が最も多いのは南アフリカ（241 名）で、日本（180 名）は 2 番

目である。このほかに学生会員 833名とコーポレート会員 190社がおり、合計で 4170となる。 

 オーストリア支部が 2016 年に発足した。スイス・スロベニア・エジプトでも支部が発足間近

な状態となっているなど、8 か国で設立準備中で、アジア地区（オーストラレーシアを含む）

ではニュージーランドとミャンマーで支部発足の可能性を探っている。 

 活動が停滞している支部や新規の支部設立を支援するため、本部から親善大使（Ambassador）

を派遣するプログラムを実施している。2017 年はメキシコとチリなどへの派遣が行われ、

2018 年はケニア，ロシアとチリなどへの派遣が予定されている。 

 Sustainability video の韓国語とフランス語への翻訳作業が完了し、本部の HP 上で視聴可能な

状態となっている。イタリア語への翻訳作業も進行中である。 

 Educate the Educators （EtE：教育者を教育する）と題した啓蒙活動を 2017 年は 4 か国（ブラ

ジル，カナダ，フィリピンなど）で実施する。2018 年は 9 か国程度（南アフリカ，ペルー，

メキシコ、ブラジル，インド，オーストラリア，ニュージーランドなど）での実施が予定さ

れている。 

 若手会員委員会（Young Members Committee）では、Wikipedia 上のジオシンセティックス関

連用語の記述を改善する活動に着手する。南アフリカでの EtE および第 11 回 ICG 実施に合

わせた会議・フォーラムの開催や、新しい IGS ロゴの公募、写真コンテストも企画している。
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T シャツのデザインの公募と、採用作品の販売も別途行われる予定である。 

 路床・路盤等の安定化（Stabilization）に関する技術委員会（Technical Committee）設立が承

認された。補強（Reinforcement）に関する TC との重複について議論があったが、ISO では

異なる機能として位置づけられているとのことであった。Kawalec 氏（ポーランド）が委員

長だが、アジア地域からの委員がいないので、ご興味があれば古関まで連絡いただきたい。 

 2018 年の本部活動予算は約 18 万 US ドル（うちアジア地域は 2.1 万ドル）である。2017 年

の予算は約 16 万ドルだったので 10%程度増加している。事務局経費・人件費や会長用旅費・

ジャーナル発行経費等を含めた合計支出額は約47万ドルである。約52万ドルの繰越があり、

近年の支出実績は予算額をかなり下回っている傾向があることを考慮して約 9 万ドルの赤字

予算を組んでいる。ただし、後者の傾向については、過去 5 年程度の決算との差額を分析し

て今後の予算編成方法を見直すべきであるとの意見もでた。年間の収入として、支部経由の

個人会費 8.5 万ドルおよび本部に直接納入される個人会費 0.6 万ドル（単価はいずれも 30 ド

ル/人）と、コーポレート会費 19.5 万ドル（1000 ドル/社）等を想定している。 

 台湾での開催が決まっている次回アジア地域会議の時期は、2021年 2月となる見込みが高い。 

 次回理事会は、2018 年 9 月に韓国ソウルで開催される第 11 回 ICG に併せて開催される。 

 

４．おわりに 

紙面が若干余ったので、モロッコ滞在中の失敗談を今後の参考までに紹介する。 

a) 行きにモロッコの玄関口であるカサブランカから開催地マラケッシュまで国内線で移動した。

なぜか入国審査があり1時間近く並んだ後、窓口では入国スタンプの確認だけで15秒で終わった。

帰りのカサブランカ空港内でじっくり観察した結果、審査場脇に別な通路があることを発見した。 

b) マラケッシュでは会場のホテルに宿泊した。図-3 に示すようなリゾートホテルで、各部屋に

独立したバルコニーがあり、出入り口を閉めると内側で自動施錠される仕組みになっていたが、

当初はこの仕組みに全く注意していなかったため締め出されてしまった。昼間だったことが幸い

し、数分後に近くを通りがかったホテルスタッフに大声で救出を依頼することができたが、もし

も時差ボケで夜中にバルコニーに出ていたら、危うく一晩をそこで過ごす羽目に陥るところであ

った。 

 
図-3 理事会と GeoAfrica が開催された MOGADOR AGDAL PALACE ホテル 
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