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１． はじめに 
 賛助会員特別会議 運営企画特別委員会（以下、「本委員会」と称する）は、「将来構想 2016」の「事

業活動に関する提案」の中で「賛助会員グループの連合会活動への参画」が提案されたことに基づき 2017

年度から活動を開始した。 

本委員会は、賛助会員が連合会活動に参画するインセンティブが持てるよう、賛助会員の要望や意見

を理事会に提言することを目的としている。本活動報告と提言では、2018 年 10 月～2019 年 2 月までの

本委員会と賛助会員特別会議の活動を報告するとともに、それに基づく理事会への提言を取りまとめた。 

 

２．2018 年度の活動報告 
 2018 年 10 月～2019 年 2 月までに開催した本委員会とその主な議題を以下に示す。なお、組織体制と

して、理事会と本委員会および賛助会員特別会議の関係を図１に示す。本組織体制に関しては、昨年度

の常任理事会および理事会で承認を得て組織している。本委員会の委員名簿と、賛助会員特別会議後に

実施した本委員会の議事録、賛助会員特別会議の議事録、会議開催時資料ならびにアンケート結果は巻

末資料に示す。 

 

・第１回 運営企画特別委員会の開催 

 （日時）：2018 年 10 月 2 日（火）15:00～17:00  

（場所）：資源・素材学会会議室 

（主な議題）：2017 年度の提言内容とその取り組み状況の確認、今年度実施予定の第 2 回賛助会員特

別会議の準備計画について議論した。賛助会員特別会議にて、賛助会員を対象とする講

演会の開催を検討することとした。 

 

・第２回 賛助会員特別会議の開催 

（日時）：2018 年 12 月 12 日（水） 15:00～16:40 

（場所）：京都大学 東京オフィス 

（主な議題）：賛助会員へ事前に配布したアンケート調査結果を紹介した。それを基に、賛助会員相

互の意見交換を行い、当連合会への要望や意見を話し合った。 

 

・第２回 運営企画特別委員会の開催 

（日時）：2018 年 2 月 6 日（水） 15:00～17:00 

（場所）：資源・素材学会会議室 

（主な議題）：第１回 賛助会員特別会議での意見交換を基に、本委員会の委員の意見も反映させて、

理事会への提言をとりまとめた。 

 

 

 

 

 

  図１ 組織体制  

理事長 
理事会 

運営企画 
特別委員会 

賛助会員
特別会議 

(全賛助会員) （コアメンバー） 
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３．理事会への「提言」 
 賛助会員特別会議開催前に賛助会員に自由記述形式のアンケート調査を実施した。アンケートで得ら

れた意見や要望は巻末資料に示すものである。これらアンケート回答内容に対する賛助会員特別会議で

の参加者の意見、ならびに本委員会委員の意見を中心に、本委員会で理事会への提言をまとめた。 

なお、第 2 回 賛助会員特別会議開催時（2018 年 12 月 12 日）の賛助会員数、アンケート回答数、賛

助会員特別会議の出席者数は、それぞれ以下である。 

・賛助会員数（総数）：35 社 

・アンケート回答数：18 社 （回答率：18 社／35 社＝51.4%）、（前回）26 社／35 社＝76.5% 

・賛助会員出席者数：15 社 （前回）15 社 

 

① 岩の力学連合会運営方針の検討 

自由記述方式のアンケート調査結果から、以下の 3 点に集約される。これらを連合会運営の柱に

加えていただくことを理事会に提言申し上げる。 

 岩盤工学に関する情報共有の充実 

 岩盤工学技術者の育成 

 賛助会員の増加による連合会の活性化 

取り組み内容については、次回以降の賛助会員特別会議にて賛助会員の意見を聞きながら時間を

かけて具体化していくこととする。 

【岩盤工学に関する情報共有の充実】 

昨今、岩盤工学にかかわる国内の大型プロジェクトが減少しているため、技術動向は海外から入

手する機会が増加してくると考えられることから、海外技術動向の情報発信が必要であると考えら

れる。また、4 学会の連合会であるため、土木のみならず資源や材料系の情報も発信していくこと

で賛助会員数の増加につながる可能性もある。 

【岩盤工学技術者の育成】 

岩盤工学技術者の育成方法の一つとして、講習会が考えられる。これは、賛助会員からの賛成意

見も非常に高く、昨年度の提言により既に実施されているところである。今後は、4 学会が連携し

た講習会や講演会を実施していき、さらなる岩盤技術者の技術レベルの底上げにつなげる必要があ

ると考えている。 

【賛助会員の増加による連合会の活性化】 

現在議論中の表彰制度の導入や、上記 2 項目の実施によって、賛助階位の増加にもつながり、そ

れが連合会の活性化につながるものと考えられる。また、賛助会員に加入していただくためには、

ある程度執行部や理事会メンバーが汗をかいて勧誘する必要もあると考えている。 

 

② 賛助会員特別会議の継続 

賛助会員特別会議の継続は、既に入会いただいている賛助会員の活性化や新規会員の獲得につな

がり、ひいては連合会の活性化にもつながると考えられる。よって、賛助会員特別会議を期限付き

の委員会ではなく、継続的な取り組みが可能な常設の委員会にすることを提言申し上げる。 
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４．おわりに 
 本活動報告と提言では、昨年度から実施している賛助会員特別会議とその運営と企画を掌る運営企画

特別委員会の活動を報告し、賛助会員からの意見を基に理事会への提言を取りまとめた。詳細な資料は

巻末資料にも示しているが、賛助会員および本委員会の委員からは多様な意見を頂いている。 

 賛助会員からの意見を集約した上での提言としているが、これらは「将来構想 2016」の「事業活動に

関する提案」に挙げられている項目とも類似する内容である。よって、「将来構想 2016」に記載されて

いる活動の成果を賛助会員のメリットになるように、提言内容と関連付けていくような取り組みを期待

したい。 

より多くの賛助会員が連合会活動へ参画し、魅力ある連合会にしていくには、長期的に具体的な施策

を進めていくことが必要だと思われる。また、それら施策に対する賛助会員の意見もフィードバックし

ながら進める必要がある。よって本委員会によって賛助会員へのヒアリングを行い、理事会と本委員会

が協力・連携しながら次年度以降も不断に継続していくことをお願い申し上げる。 

 

 



 

 

巻末資料 
 
 
 運営委員特別委員会 委員 
 第 2 回運営企画特別委員会 議事録 
 平成 30 年度賛助会員特別会議 議事録 
 第 2 回賛助会員特別会議 配布資料 
 賛助会員特別会議 アンケート結果 
 
上記のうち、議事録は非公開とし、掲載は省略いたします。 

 



 

運営企画特別委員会 委員 
 

役務 氏名 所属 
委員長 奥野 哲夫 清水建設株式会社  
幹事 尾留川 剛 電源開発株式会社  
委員 青木 智幸 大成建設株式会社  
委員 池上 三四郎 日鉄鉱業株式会社  
委員 児島 正哲 計測エンジニアリングシステム株式会社  
委員 鈴木 健一郎 株式会社 大林組  
委員 細野 高康 株式会社 ダイヤコンサルタント  
委員 原田 克之 川崎地質株式会社  
委員 横尾 敦 鹿島建設株式会社  
委員 横山 幸也 応用地質株式会社  

2019 年 3 月時点      

 

 



一般社団法人 岩の力学連合会

第２回 賛助会員特別会議
日時：2018年１２月１２日（水）15:0016:40

場所：京都大学 東京オフィス

Japanese Society for Rock Mechanics

議事次第
平成30年1２月1２日（水）1５:０0 – 1６:40

■第一部 活動報告とアンケート報告・意見交換

1. 開会あいさつ【5分】

2. 賛助会員特別会議活動報告【1５分】

3. アンケート回答のご報告【10分】

4. 意見交換【20分】

休憩【10分】

■第二部 講演会 京都大学・須﨑純一先生

時系列衛星SAR画像による地盤変動解析【３０分】

質疑【１０分】

※懇親会 17:0018:30



賛助会員特別会議

趣旨

• 「将来構想2016」より
平成28年社員総会で発表された「将来構想2016」では、一体的
かつ発展的な国内事業活動を展開する観点から「賛助会員グ
ループの連合会活動への参画」等が挙げられており、賛助会
員は財政、運営の両面で大きな役割を果たしていただいている
ものの、賛助会員からの要望や意見を取りまとめる機能の充
実等が望まれています。そのため、今後の連合会の活動への
積極的な参画や岩の力学分野発展のための提言，学と産（民）
との連携等や賛助会員の要望の実現のため、理事長や理事
会に直言できる「賛助会員特別会議（Presidential Group）」の設
立等が提言されています。

賛助会員（その１）
（2018年12月1日現在）

会員
番号

組織・団体名

① S006 中央開発 (株)

② S007 (株) ダイヤコンサルタント

③ S008 電源開発 (株)

④ S013 北海道電力 (株)

⑤ S014 (株) ドーコン

⑥ S016 北陸電力 (株)

⑦ S022 日本地下石油備蓄 (株)

⑧ S023 鹿島建設 (株) 技術研究所

⑨ S024 川崎地質 (株)

⑩ S026 (株) 開発設計コンサルタント

会員
番号

組織・団体名

⑪ S027 基礎地盤コンサルタンツ (株)

⑫ S031 (株) 熊谷組 土木事業本部

⑬ S032 九州電力 (株)

⑭ S037 (株) ニュージェック

⑮ S040 西松建設 (株)

⑯ S042 (株) 奥村組

⑰ S043 (株) 大林組

⑱ S044 応用地質 (株)

⑲ S048 清水建設 (株)

⑳ S050 サンコーコンサルタント (株)



賛助会員（その２）
（2018年12月1日現在）

会員
番号

組織・団体名

㉑ S051 四国電力 (株)

㉒ S052 住鉱資源開発 (株)

㉓ S053 大成建設 (株) 技術センター

㉔ S055 中国電力 (株)

㉕ S059 (株) 安藤・間 技術研究所

㉖ S062 飛島建設 (株) 技術研究所

㉗ S063 戸田建設 (株)

㉘ S066 八千代エンジニヤリング (株)

㉙ S067 日鉄鉱業 (株)

㉚ S069 (一財) 電力中央研究所

会員
番号

組織・団体名

㉛ S070 鉄建建設 (株)

㉜ S071
伊藤忠テクノソリューションズ
(株)

㉝ S074 (株) 地層科学研究所

㉞ S076 計測エンジニアリングシステ
ム (株)

㉟ S077 株式会社 ケー・エフ・シー

㊱ S078 国土防災技術 株式会社

賛助会員数：合計３５社

賛助会員特別会議の位置付け

理事長

理事会

賛助会員特別会議

（35社）

運営企画

特別委員会



賛助会員特別会議

運営企画特別委員会
平成29年11月～

委員長 奥野 哲夫 （清水建設） 賛助会員特別会議 座長

幹事 尾留川 剛 （電源開発）

委員 青木 智幸 （大成建設）

委員 児島 正哲 （計測エンジニアリングシステム）

委員 横尾 敦 （鹿島建設）

委員 鈴木 健一郎 （大林組）

委員 横山 幸也 （応用地質）

委員 細野 高康 （ダイヤコンサルタント）

委員 池上 三四郎 （日鉄鉱業）

委員 原田 克之 （川崎地質）



第２回 賛助会員特別会議

２．賛助会員特別会議活動報告

平成30年12月12日

岩の力学連合会の組織

理事会（理事長、副理事長、幹事長、理事、監事）

常設委員会

・総務委員会

・編集委員会

・国際技術委員会

・電子ジャーナル委員会

・RockNet委員会

・岩の力学連合会

賞選考委員会

・選挙管理委員会

特別委員会

シンポジウム特別委員会

・2019 RDS 組織委員会

・YSRM2019 組織委員会

企画特別委員会

・ILC 研究企画特別委員会

・賛助会員特別会議

運営企画特別委員会



賛助会員特別会議の位置付け

理事長

理事会

賛助会員特別会議

（35社）

運営企画

特別委員会

賛助会員特別会議の位置付け



賛助会員特別会議

運営企画特別委員会

委員長 奥野 哲夫 （清水建設） 連合会常務理事

幹事 尾留川 剛 （電源開発）

委員 青木 智幸 （大成建設）

委員 児島 正哲 （計測エンジニアリングシステム）

委員 横尾 敦 （鹿島建設）

委員 鈴木 健一郎 （大林組）

委員 横山 幸也 （応用地質）

委員 細野 高康 （ダイヤコンサルタント）

委員 池上 三四郎 （日鉄鉱業）

委員 原田 克之 （川崎地質）

平成29年11月～

2017年度（平成29年度）の活動

・6月27日 ：準備WG開催

・11月22日：「第1回運営企画特別委員会」を開催

組織の位置づけ（体制）と規則

アンケート／賛助会員表彰制度の議論

初回賛助会員特別会議のプログラムと委員の役割設定

・1月15日 ：「第1回賛助会員特別会議」の開催

参加者 15社／３４社 参加

アンケート回答 26社／34社（76.5%）

①講習会（技術者教育）実施への賛成 90%以上

②表彰制度（会員歴） 意見分かれる（デメリット無）

・3月30日付：「活動報告と提言」を理事会へ提出



201８年度（平成３０年度）の活動

■運営企画特別委員会の取組み

①第2回賛助会員特別会議の企画

②本日（12/12）の開催準備

・アンケート：自由記述で1回答／社

・賛助会員所属者は複数人の会議参加を認める

・本会議内で「講演会」（先進技術分野）を企画開催

■理事会の取組み（提言を受けて）

①「講習会」の実施計画（試行）：初学者対象の基礎講座

②「表彰制度」の検討中

今回（第2回）の回答数・参加者数

■アンケート

・回収率：18社／35社（51.4 %）

（昨年度第1回）26社／34社（76.5%）

※今回は自由記述、前回は選択設問＋自由記述

「意見なし」は回答なし？

■本会議（第一部）参加

・15社（32名）参加申込

（昨年度第１回）15社（15名）

■講演会（第二部）参加

・17社（38名）参加申込



理事会での取組み
「講習会」の実施計画：概要

岩盤工学の基礎学問のボトムアップを目指し，大学
の先生方に大学院の講義材料を使用して，講義をし
ていただく「岩盤工学基礎講座」を開催。

全5回（1回90分）で日程を調整。この全5回の参加
者を募集。1回のみの参加でもよいし，複数回の参加
でもよい。

先着20名限定。ただし，参加者が多い場合には，今
回は賛助会員優先，1社（機関）1名限定とさせてい
ただく場合がある。年齢制限はありません。

カジュアルな講座を指向して，講座の終了後に30分
程度時間をとり，簡単な食事をしながら講師の先生
方と懇談する場を設けたい。

理事会での取組み
「講習会」の実施計画：内容

■岩盤工学基礎講座（第1シリーズ：全5回）

講師 タイトル 開催日時

第1回 長田昌彦教授（埼玉大） 岩盤の地学的なビューポイント 2018/＊/＊

第2回 谷和夫教授（東京海洋大） 岩盤の力学特性の調べ方 2018/＊/＊

第3回 伊藤高敏教授（東北大） 最新の初期応力測定法 2018/＊/＊

第4回 岸田潔教授（京都大） 岩盤斜面 2018/＊/＊

第5回 清水則一教授（山口大）
岩盤工学におけるモニタリング

― 意義と実際
2019/＊/＊

各社奮ってご参加ください！



2018年度 今後の予定
運営企画特別委員会

第2回賛助会員特別会議の意見などを運営企画特別委
員会にてとりまとめる。

年度内に理事会に「提言」の提出する。

昨年度の提言による連合会の取組状況（講習会等）
と賛助会員の意見等（対応状況等）を把握する。

（今後の改善の基礎情報）



第2回 賛助会員特別会議

３．アンケート回答のご報告

回収率：18社／35社（51.4 %）

（前回）26社／34社（76.5%）

平成30年12月12日

自由記述形式で回答

以下のカテゴリーに各社様からのご意見を
区分

① 会誌（岩の力学ニュース）へのご要望

② 講習会等の行事へのご要望

③ 技術動向に関するご要望

④ その他



①会誌（岩の力学ニュース）へのご要望
（5社／回答18社）

• 電子媒体（pdf等）にしてほしい（経費削減の面
からも）

• 過去の会誌も閲覧可能にしてほしい

• 岩盤力学の考え方が必要不可欠なプロジェク
トを紹介しほしい
①岩盤を対象とする大規模のり面工事
②岩盤を対象とした計画中の大規模プロジェクト など

• 会誌裏表紙裏の記事が好き

• 会誌から有意義な情報が得られ，会員のメリ
ットになっている

②講習会等の行事へのご要望
（8社／回答18社）

• 賛助会員のメリットが感じられる行事がより多くあると良い
• 若手向け岩盤力学の基礎講座があれば活用したい
• 以下の取り組みはいかがか

①学会などに論文や報告として発表された中で，テーマを決めてもう一度聞きたい論文を選定
して講演していただく，講演後にフリーディスカッションを行う
②大学の先生や公的機関の方に講義形式で講演していただく

• 開催についての案内や講習会そのものを，HPやRockNetで
周知・実施することが賛助会員増加にもつながり，連合会の
活性化に寄与すると思う

• 講習会実施と賛助会員表彰制度の策定に向けて理事会で
引き続き検討してほしい

• 早々の実現を希望する
• 講習会や表彰制度について賛同する
• 地球規模からみた岩の力学的な講演を希望

たとえば，フォッサマグマについての解説や土木的解釈等（最近ではこのような書籍も出てい
る）



③技術動向に関するご要望
（4社／回答18社）

• 海外における最新の知見やトレンドなどの技術レ
ビュー的な紹介を講習会や会誌に紹介してほしい

• 連合4学会の分野での海外情報の国内へ紹介す

るために，国際技術委員会にて海外動向を調査し
国内向けに広報してほしい

• 岩盤工学・力学の最新知見に係る情報を発信して
いただき，その情報に短い時間で必要な情報にア
クセスする術を会員に対して示してほしい

• ISRMの各委員会の活動を会誌などで紹介・報告
してほしい

④その他（1/2）
（4社／回答18社）

• 西日本を中心に活動されている取り組みは非常によい

• 会費を上げてもよい，ただし経費削減の取り組みも必要

• 海外に対する窓口や連合4学会の情報集約機能を有す
ることが今後の連合会の重要な役割となる

• 4学会各分野のターゲットとなる技術やプロジェクトをピ
ックアップし，今後の岩の力学の方向性を模索する必要
がある，その上で連合会の調査活動や講習会の方向
性を考えるべき

• JSRMにもフェロー会員制度を作ってほしい

• 賛助会員に鉄道会社，道路会社等が参加されていない
今後の連合会の発展を考えると他の分野の会員（特に
発注側）の参加を戦略的に積極的に進めるべき



④その他（2/2）
（4社／回答18社）

• 連合会として将来の岩盤関連プロジェクトへの取組み方，貢
献できるものは何か，等の議論とそれに基づくPRが必要であ
る．会誌でどのような活動を行っているか知ることはできるが
，身近に感じられない．たとえば，先日のILC意見交換会のよ
うに，連合会をより活発化させるにはPR活動が必要

• 技術の継承と進化を目的として，難工事を知恵と忍耐で切り
抜けたシニア世代の方とi-constructionを進める若手が経験と
技術の現状を発表して交流するような場を設けると良い

• 石油系ではジオメカニクスや亀裂モデリングが重要になって
きている（流行している）．石油技術協会などとコラボしていく
と連合会の幅が広がるように思う

• 連合会への要望は，会の継続．会員の減少などで苦しいと思
うが，防災や資源，トンネル，高レベル放射性廃棄物などの
分野で，岩の力学に関する専門知識は必須である．会社を超
えて後継を育むための方策は，連合会の継続である．

（参考） 以下，昨年度の報告内容



第1回 賛助会員特別会議

４．アンケート回答のご報告

回収率：26社／34社（76.5 %）

平成30年1月15日

賛助会員の特典について

 活用したことがある会社は全体の15％のみ（4社/26社）

 特典を活用する機会がない現状

 知らない会社が23% → 特典認識後、活用機会がありそうか？

 特典内容の見直しが必要か？



賛助会員の表彰制度について
連合会への委託事業について

8
30.8%

5
19.2%

11
42.3%

2
7.7%

導入すべき

導入は不要

分からない

その他

＜その他＞

・調査・研究の進め方、成果の取

扱いなど課題もあるように思う

・導入してもよいが、組織4団体が

そのような活動を定款にて謳って

おり、活動が重複して妨げになら

ないかよく調整する必要がある。

現状の定款の下では、この制度

は導入できないと考えられる。

9
34.6%

7
26.9%

9
34.6%

1
3.8%

導入すべき

導入は不要

分からない

その他

＜その他＞

・導入してもよい。JGSやJCIの先

例もあり違和感はない。

＜表彰制度＞

 意見が3つに分かれる

表彰制度 委託事業

 「不要」＋「分からない」多数 → 積極的には求めていない？

 特典内容の妙案が必要

＜委託事業＞

 連合学会との切り分けが課題

 定款改定の必要あり

講習会の実施について

24
92.3%

0
0.0%

2
7.7%

0
0.0%

内容によっては参加してみたい

講習会は不要

分からない

その他

＜コメント＞

・若い技術者の教育の場として

参加させたい

 講習会開催は賛成意見多数

 岩盤工学基礎理論や調査・計測のニーズ高い

 他学会との切り分けをどうするか。



自由記述内容
• 大学で岩石力学や岩盤力学の講座が無くなった今日、さらに建設工事が機械やコンピューターがあれ

ば進捗する中で、技術者教育の場は連合会でしか作れないと思う。賛助会員が最も望むところは、岩
盤関連のプロジェクト情報である。様々な情報の発信をしていただきたい。

• リニア新幹線を始め、地下の大型プロジェクトが進められている。様々な課題解決のために岩盤力学
の理論が需要であると考える。講習会等で若年者に教えていくことは有効であると考える。

• 以前は研究会（不連続性岩盤解析実用化研究会など）や講習会があったように思う。岩に関する講習
会や研究会が開催されれば、研究者の情報交換の場として活用できると思う。

• 賛助会員としては、定款第3条注）に示された本来の目的にかなう活動をしていただければ、支援の甲
斐がある。特に、土木学会や地盤工学会という本会組織団体にもそれぞれ加盟している状況の下、本
会にはISRMに関する活動を通じた岩の力学に関する国際的な情報の収集と発信の充実に期待する。

• 連合会会員としてのメリットを増やして欲しい。土木学会や資源素材学会にそれぞれ会員になっていれ
ば、支障が無いような気がしている。岩の力学ニュースについても企業として有益な情報を提供してい
ただけるとありがたい。

• 学会等の情報を発信していただきたい。

• 退会を希望

注）定款第3条：

（目的）

第3条この法人は、日本の岩の力学及びその関連学術分野（以下、「岩の力学等」と称する） に係る機関を代表して国際岩の
力学会(International Society for Rock Mechanics：略称 ISRM)に加盟し、岩の力学等の国際的な振興と交流を図るととも

に、岩の力学等に関する国内研究活動の相互連絡・交流ならびに成果発表を行い、わが国及び世界の科学・技術の発
展と普及に寄与することを目的とする。
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