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理事会報告 

IGS 理事会 2019(ケープタウン)の報告 

 

     東京大学大学院工学系研究科  古関潤一 

     京都大学大学院地球環境学堂  勝見 武 

 
１．はじめに 

南アフリカの最南端に位置するケープタウン

で 17th ARCSMGE（第 17 回国際地盤工学会ア

フリカ地域会議）が 2019 年 10 月 6～10 日に開

催されたのに合わせて、IGS の理事会が 10 月 5

～6 日に、17th ARCSMGE 会場の Century City 

Conference Centre（写真ー1）で開催された。わ

が国からは勝見（任期 2018-2022 年度）と古関

（任期 2016-2020 年度）の 2 名が参加した。以

下に、理事会での議題と主要な審議内容を報告

する。 

 

２．全体会議における主要な報告・審議内容 

全体会議の議題を表－１に示す。約 20 名が出席し、初日は議題１~7 について、二日目は議題

8~14 についての報告と審議が行われた。議題 5,6 の間に、後述する地域活動会議と理事会委員会

がそれぞれパラレルセッションとして開催された。主要な報告・審議内容を以下に紹介する。 

 

表－１ 全体会議の議題 

1. 開会 8.セクレタリ・会計担当からの報告 

2. 定足数・時間管理・議事録作成者・Mission 

Statement（学会の綱領）の確認 

9. IGS の運営に関する意見交換 

3. 前回議事録（2018 年にソウルで開催）の確認 10. TF（タスクフォース）・Coordination Committee の

活動報告 

4. ソウル会議以降の学会組織状況の報告と出版委

員会の新設に関する審議 

11. 2019-2010 の活動予定 

5. 2020-2023 の戦略・運営計画について 12. 2020 年の活動予算 

6. 各地域支部からの報告 13. 次回理事会の予定とその他の審議事項 

7. 本部委員会からの報告 14. 閉会 

 

 出版委員会の新設：IGS が製作する各種出版物や動画、および IGS が監修する出版物の内容

を原稿段階で確認する作業を調整する Publication committee の新設が提案・承認され、委員

長を古関が担当することになった。 

写真－1 理事会会場の外観 
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 2020-2023 の戦略・運営計画： 現執行部の任期である 2023 年までに次のような活動を行う

予定であることが報告された。Geosynthetics HUB（ジオシンセティックスに関する各種の情

報を集約したハブ機能を有するホームページ）の開設や、スマートフォン用のアプリ（仮称：

IGS App）の開発を企画する。「持続的発展のためのジオシンセティックスの活用状況」に関

する具体的データの収集のためのタスクフォースを 新設する。2021 年 3 月に台湾で開催さ

れる IGS のアジア地域会議に先立ち、若手技術者会議を同じ会場で開催する。法人会員向け

活動の一環として、Case history competition（ジオシンセティックスの活用事例のコンテスト）

を実施する。 

 TC（技術委員会）の次期体制への移行： 委員長交代時の活動方針の決定主体が前体制なの

か新体制なのか、および自己推薦メンバーの加入を認めるかどうか等に関して議論が行われ

た。必ずしも最終的な合意には至らない事項が残ったものの、少なくとも交代スケジュール

に関しては 2020 年 2 月までに委員長選挙を行って 4 月の理事会で決定し、9 月から新体制に

移行することで合意された。 

 2019 年の決算と 2020 年の予算： 2019 年は 12.5 万米ドルの赤字予算を組んでいたが、決算

は 6 万ドル程度の黒字となる見込みである。近年は各種委員会活動で予算額の 1/3 程度しか

執行していない状況が続いているためにこのような黒字決算が続いており、その結果として

現時点での総資産は約 63 万ドルにまで増加している。この点を考慮して 2020 年は 18 万ドル

の赤字予算が組まれた。収入は 30 万ドルを見込んでおり、その約 6 割を法人会員費が占めて

いる。支出は 48 万ドルであるが、このうち 21 万ドルが各種委員会の活動費であるため、他

の費目も含めて従来通りの執行率なら赤字決算にはならないと予測している。 

 基金の設立： IGS Foundation が、米国内での免税手続き等が完了して設立されたことが報

告された。龍岡前 IGS 会長を含む 5 名の管財人（Cote 理事が座長）がこの基金の管理を担当

し、基金への寄付手続きは各支部を経由して行うことになる。今後は寄付の呼びかけを行う

とともに、ジオシンセティックスの周知を世界中で進める（to further educate the world about 

geosynthetics）設立趣旨に沿った具体的活用内容を検討する。 

 Officers（会長・副会長・セクレタリ・会計担当・事務補佐の 5 名で構成される執行部）の体

制変更： 執行部による各種行事等の運営支援や会員サービスが手不足である状況を考慮し、

もう 1 名を有給の General manager または Executive director として増員する（3～5 年契約で更

新可とする）案が提案され、2010 年 6 月から契約するためのタスクフォースを設置して担当

業務内容等の詳細について検討することになった。この件に関しては、ジオシンセティック

スに関する知見を有している必要があるか、むしろ IT等に詳しいほうが望ましいのか、など

について長時間の議論がなされた。個人と契約するのではなく、各種支援業務を担当できる

会社と契約したほうが良い、という意見もあった。さらに、正式には次回以降に議案となる

頭出し的な話題として、現在は 1 名のみの副会長の数を増やすことに関する意見交換も行わ

れた。 

 セクレタリからの報告： IGS ホームページの訪問目的に関する統計データが紹介され、ジ

ャーナル・カレンダー・会員情報の閲覧がそれぞれ 20,15,12％程度を占めているとのことで

あった。また、IGS の SNS のフォロワーは増加しつつあるがまだ約 1000 人のレベルにとど
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まっていること、IGS news letter のメール発送先約 8000 のうちメールを開くのは約 20%（プ

レビュー機能利用時を除く）で標準的なレベルであり、さらにクリックしてページ閲覧まで

進むのは約 10%であることなども報告された。 

 IGS の運営に関する意見交換： 上述したように現時点での財務状況では必要ないが、将来

は会費の値上げが必要になる場合もあることに関する意見交換が行われ、値上げに際しては

国ごとの経済状況の違いに配慮すべきである、そもそも値上げする前にサービス向上を図る

べき、などの意見があった。また、理事会・TC メンバーが無給で貢献している状況が財務

には直接的には反映されていないので、現時点で経常的な黒字体質であることは憂慮しなく

てもよい、とする意見も述べられた。 

 2020 年の理事選挙と理事会： 2020 年は理事の半数が会員投票で改選される。同年は地域会

議が 2 回開催されるため、アメリカ地域会議がブラジルのリオデジャネイロで開催されるの

に合わせて 2020 年 4 月 25～26 日に現理事を招集した理事会が、さらにヨーロッパ地域会議

がポーランドのワルシャワで開催されるのに合わせて 2020 年 9 月 5～6 日に新理事及び任期

中の理事を招集した理事会が行われる予定である。 

 

３．地域活動会議のうちアジア地域委員会での主要な報告・審議内容 

筆者らが委員として出席したアジア地域委員会は、前回理事会から新しく委員長に就任した

Chiwan Hsieh 教授（台湾）の議長のもとで進められ、以下のような報告と審議が行われた。 

 2021 年 3 月に IGS のアジア地域会議が台湾の台中市で開催されるが、同会議に対する参加費

を減免することで、途上国からの参加を促進する。さらに、特別セッションを設けて、これ

らの国におけるジオシンセティックスの活用状況や今後のニーズ等を発表してもらう。 

 上記で減免対象とする国の候補として、ACECC (Asian Civil Engineering Coordination Council)

への加盟国のうち世界銀行が「収入水準が低い～中程度」としている計９か国に加えて、非

加盟国のなかからパプアニューギニアを想定する。 

 2020 年にオーストラリアと台湾で Educate the Educators （EtE：教育者を教育する）プログラ

ムを実施する。 

 活動が停滞している支部、あるいは支部設立の可能性のある 5 か国 (フィリピン、ベトナム、

インドネシア、マレーシア、バングラデッシュ)へ Ambassador（大使）を派遣するプログラ

ムの実施を今後検討・準備する。 

 

４ 理事会委員会のうち教育委員会での主要な報告・審議内容 

筆者らは委員長（勝見）および委員（古関）として教育委員会に参加した。下記に示すような

報告と審議が行われた。 

 EtE プログラム： これまでのプログラムの実施内容にばらつきがあるため、少なくとも最

初の２時間を使ってジオシンセティックスの紹介を行うことを標準とすることが確認された。

これらの実施方法を web 掲載するとともに、プログラムのコーディネーターも指名すること

が合意された。2020 年 6 月にギリシャで開催される Geotechnical Engineering Education に関す

る国際会議において、このプログラムが紹介される予定である。 
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 プロモーションビデオ： 広報委員会により作成された「持続的発展のためのジオシンセテ

ィックス」と題する動画の日本語およびイタリア語への翻訳版が、それぞれ日本支部とイタ

リア支部の協力により完成し、IGS のホームページに掲載されたことが報告された。今後は、

他言語への翻訳作業に加えて、浸食をテーマとした動画作製に向けても調整・準備する。 

 ウェビナー： Nathalie Touze 副会長が 2019 年の 11ICG（ソウル）で行った Giroud Lecture

のハイライトビデオが IGS のホームページに掲載された。今後は、11 ICG の他の基調講演等

についても作業を進める。 

 リーフレット： 約 15 種類のリーフレット原稿の進捗状況が確認され、一部はウェブ公開に

向けて準備中であることが報告された。 

 用語の翻訳： 若手会員委員会が主導し教育委員会が引き継いだジオシンセティックス用語

の翻訳（英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語（ポルトガ

ルとブラジル）、ロシア語、トルコ語、中国語、韓国語、日本語の 12 言語）がほぼ完成した

ことが報告された。日本語は、平川、椋木、篠田、弘中の各会員が貢献された。 

 博士論文のデータベース： 6 つの支部からデータが提出済であるが、今後も随時更新して

いく必要があるため、執筆学生とその指導教員が web 上で登録した情報を IGS ニュースを通

じて公開する形で継続的にデータ収集することが提案された。 

 仕様作成のためのガイド： 仕様（specification）を作成するための基本的事項を述べた文書

は昨年第 5 版として大改訂の後公開されたが、その更新原稿がほぼ完成し、公開準備中であ

ることが報告された。特に、特定の材料の使用を推奨したり、逆に一部の材料の使用を制限

したりすることの無いよう、表現等に細心の注意が払われている。 

 

５ 第 17回国際地盤工学会アフリカ地域会議 

  筆者のうち勝見は IGS 理事会後に第 17 回国際地盤工学会アフリカ地域会議に出席した。会議

初日の開会式のあとは 4 つのショートコースが開催された。筆者は R. Kerry Rowe 教授（カナダ・

クイーンズ大学）の「廃棄物処分場へのジオシンセティックスの適用」のコースに参加したが、

他には D. Fredlund 教授（カナダ・サスカチュワン大学）の不飽和土に関するコースなどがあった。

会議前日ではなく会議本体の初日に、しかも論文発表などの他のセッションは開催されず、ショ

ートコースのみ行われるというのは少々意外であったが、地元ではそういうニーズが高いのであ

ろう。国際地盤工学会の代表者会議も前日に行われていたためか、アフリカ以外からの参加者も

目立っていたように感じた。論文も、アフリカ外からの投稿が相当数あったのに対して、肝心の

アフリカからの投稿は国が非常に限られていた（エジプト、アルジェリア、チュニジア、ナイジ

ェリア、スーダン、南アフリカぐらいか）印象だった。ケニアは基調講演の一編だけ、モロッコ

は投稿は無かったようである（見落としがあればご容赦頂きたい）。ジオシンセティックスに関す

る論文数も目立っていて、アジアやヨーロッパ地域会議に比べるとその割合は高いように感じた。

インフラ整備が盛んな国が多く、ジオシンセティックスの活用も多いのであろう。会議では、会

議専用のアプリをスマホにダウンロードして、プログラムを確認したり会場や時間の変更などの

連絡を随時受け取るのに活用されていた。もう紙のプログラムは古いのかもしれない。 
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