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１． はじめに 

 昨年度までの３年間は「賛助会員特別会議 運営企画特別委員会」という名称で活動してきた本委員

会であるが、今年度からは「賛助会員会議 運営委員会」と名称を改め「常設委員会」となった。この

理由は、活性化のための賛助会員の組織的な環境づくりを継続的に行うためで、全賛助会員が意見を言

える場を設ける必要性、各賛助会員の企業規模等に応じたメリットを的確にとらえる必要性などから、

昨年度、本委員会から理事会に「常設化」を提言したもので、それを受けて理事会にて「常設委員会」

へのスピーディーな規則改正を頂いた。理事会でのスピーディーな対応に感謝申し上げる。引き続き賛

助会員からの意見や要望を踏まえ、岩の力学の教育・研究・開発・事業に、理事会と協力して活動して

参りたい。 

一方、国難とも言える新型コロナウィルスの感染は大きな逆風であるが、多様な方式で賛助会員相互

や理事会等とのコミュニケーションの場を提供できるよう、チャレンジできればと思う次第である。本

活動報告と提言では、2020 年度の本委員会と賛助会員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。 

 

２．2020 年度の活動報告 

 組織体制として、常設委員会となった後もこれまでと同様に理事会と本委員会および賛助会員会議の

関係は図１のとおりである。その組織体制の下で、2020 年度の本委員会の開催とその主な議題を以下に

示す。また、本委員会の委員名簿と、賛助会員会議後に実施した本委員会の議事録（提言のとりまとめ

を主とした議事録）、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を、巻末資

料に示す。詳細は巻末資料を参照頂きたい。 

 なお、今年度は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、賛助会員会議をオンラインで開催する

こととしたため、例年であれば合計 3 回/年程度の運営委員会の開催もその準備等で合計 6 回/年の開催

となり、運営委員会も全てオンライン（Web 会議）で開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図１ 組織体制        

 

・第１回 運営委員会の開催 

 （日時）：2020 年 7 月 10 日（金）15:00～17:00 

（場所）：Web 会議 

（主な議事）：令和 2 年度の新任委員を紹介し、賛助会員の入退報告として、令和元年度の入会 1 社、

退会 1 社、令和 2 年度の入会 3 社を報告した。令和元年度の活動と提言ならびに令和 2

年度より常設化した委員会の位置づけを踏まえ、今年度の「賛助会員会議（第 4 回）」

理事長 
理事会 

運営委員会 賛助会員会議 

(全賛助会員) （コアメンバー） 
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の開催に向けて、コロナ禍での開催方式やメイン議題など、今後の進め方と方向性を

議論した。その結果、今年度はオンラインで会議と講演会を開催する方向で進めるこ

ととし、懇親会は開催しないこととした。 

 

・第２回 運営委員会の開催 

（日時）：令和 2 年 8 月 24 日（月）14:00～16:00 

（場所）：Web 会議 

（主な議事）：令和 2 年度の賛助会員会議のメイン議題と催しについて委員から意見を出して議論し

た。その結果、「コロナ禍で学会に何を求めるか、どの様に運営していくか」といった

議題で進めることとした。内容やアンケートの可否などについて今後詰めていくこと

とした。また、催しとして例年同様に講演会を行うこととし、その講師案について意

見を出し、今後具体案を挙げて引続き検討することとした。 

 

・第３回 運営委員会の開催 

（日時）：令和 2 年 9 月 25 日（金）15:00～17:00 

（場所）：Web 会議 

（主な議事）：令和 2 年度の賛助会員会議のメインの議案・催しに関して、オンラインシステムにつ

いて具体的に議論し、ZOOM を用いて開催することとした。また、コロナ禍での要望

の変化を把握し、会議当日の議論の題材とするため昨年までと同様に賛助会員にアン

ケートをとることとした。さらに講演会講師案を絞り込み、最終案を投票で決めるこ

ととした。 

 

・第４回 運営委員会の開催 

（日時）：令和 2 年 10 月 23 日（金）15:00～17:00 

（場所）：Web 会議 

（主な議事）：令和 2 年度の賛助会員会議の最終プログラムを確認し、講演会講師は田山聰氏（NEXCO

西日本）に決定した。それを基に賛助会員への「開催のご案内とアンケートのご協力

のお願い」を作成し、アンケートや会議の出欠申込は Microsoft Forms を用いることと

した。 また、Web 開催（ZOOM）当日の役割分担を決め準備を完了した。 

 

・2020 年度（第 4 回）賛助会員会議の開催 

（日時）：令和 2 年 11 月 27 日（金）15:00～17:00 

（場所）：Web 会議 

（議題）： 

【第一部】(1) 開催挨拶、(2) 賛助会員会議活動報告、(3) アンケート回答のご報告、(4) 意見交換 

【第二部】(5) 講演会（講師）：田山 聡（NEXCO 西日本）、（講演タイトル）：「激甚化する自然災害と

革新的保全技術 ～高速道路の防災強化を目的とした斜面管理システムの開発～」、(6) 

質疑、(7) 閉会挨拶 

議 事： 伊藤理事長より開催挨拶として、賛助怪異会議の設立の意義などを説明頂き、来年の国
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際会議やワークショップなど紹介と協力のお願いがあった。 

活動報告として今年度から常設化した経緯の説明のほか、佐藤幹事長からは理事会での

取組状況として「講習会」開催計画等を説明頂いた。 

コロナ禍での連合会の活動・運営に関してアンケートをとり、昨年度と比較した結果を

報告した。オンライン化を含め、賛助会員の要望の変化等を報告し、既に進めている会誌

（岩の力学ニュース）の過去の電子版（PDF）の Web 掲載を紹介した。 

賛助会員からは、オンライン活用の例として、有識者からのアドバイスや、意見を頂き

たい現場の課題などカメラを現場に持ち込んでリモートで会議を行うこと、また賛助会員

である材料メーカー企業などでは、コロナ禍で現場に営業できないとの話を聞くので現場

と営業のマッチングの場として使えないかなど、当日の意見が寄せられた。 

講演会では、「激甚化する自然災害と革新的保全技術 ～高速道路の防災強化を目的と

した斜面管理システムの開発～」と題して NEXCO 西日本・田山 聡氏にご講演を頂いた。

頻発するのり面災害に対して、のり面等のモニタリングを効率的に行うための斜面監視シ

ステムの開発内容や新名神などでの事例紹介を頂いた。モニタリングすることで崩壊後の

補修コスト削減の可能性など質問が寄せられた。 

閉会挨拶では、坂口副理事長から、今回頂いた意見や要望などを理事会や運営委員会で

議論させてもらい、賛助会員企業にうまくフィードバックさせサービスを更に向上させた

い旨が述べられた。 

 

・第５回 運営委員会の開催 

（日時）：令和 3 年 1 月 22 日（金）15:00～17:00 

（場所）：Web 会議 

（主な議事）： 2020 年度（第４回）賛助会員会議の議事内容を参考に、理事会への「提言」について

意見交換を行い、「オンライン化の充実」という方向で「提言」をまとめることとし、

具体例を挙げて議論した。  

 

・第６回 運営委員会の開催 

（日時）：令和 3 年 3 月 5 日（金）15:00～17:00 

（場所）：Web 会議 

（主な議事）： 前回の運営委員会に継続して具体的な理事会への「提言」をまとめ委員の承認を得た。

昨年度の令和元年度の「提言」として、①岩盤工学技術者の育成（講習会：「岩盤工学

基礎講座」）、②岩盤工学に関する情報共有の充実、③賛助会員の増加による連合会の

活性化、を理事会で進めて頂いている中で、これを基本としつつ活動の手段として「オ

ンライン化の充実（オンラインを用いた連合会活動の活性化）」を期待する方向で、具

体例などを挙げて「提言」をまとめた。また、今年度の活動報告と次年度の実施計画

ならびに予算支出報告と次年度予算申請の案を提示し委員の承認を得た。 
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３．理事会への「提言」 

 これまでと同様に賛助会員会議開催前に賛助会員に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会議での参加

者の意見、ならびに本委員会委員の意見を基に、本委員会で理事会への提言をまとめた。 

なお、第４回（2020 年度）賛助会員特別会議開催時（2020 年 11 月 27 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）：36 社 

・アンケート回答数：30 社 （回答率：30 社／38 社＝78.9%）、（前回）27 社／36 社＝75.0% 

・賛助会員出席者数：27 社 （前回）18 社 

 

今年度のアンケートは基本的には昨年度と同様の内容であるが、新型コロナ感染防止の社会情勢におい

て、『コロナ禍で学会（連合会）に何を求めるか、どの様に運営していくか』との観点から賛助会員へ

の意識の変化等を探るべく回答を分析した。その結果として以下の『オンライン化の充実』を提言申し

上げる。 

 

■オンライン化の充実（オンラインを用いた連合会活動の活性化） 

 

重要な点は、上記を進める上で「理事会が主導・主催」し、実施体制として「組織・体制を整備」して

進めることと考える。なお、昨年度は以下の 3 点から提言を申し上げ、理事会にてご尽力を頂いている

ところであるが、これら 3 点を目指した活動の手段としてオンライン化の充実を期待するものであり、

その本質は変わるものではない。 

 

①岩盤工学技術者の育成（講習会：「岩盤工学基礎講座」） 

②岩盤工学に関する情報共有の充実 

③賛助会員の増加による連合会の活性化 

 

以下、上記 3 点に関して具体的にどのようなオンライン化が考えられるか例示し、これらを参考に実現

可能なものから推進頂くことを提言申し上げる。 

 

① 岩盤工学技術者の育成（講習会：「岩盤工学基礎講座」） 

・既存の講習会をオンラインと対面の併用で実施（今年度実施中） 

・大学等の高度な研究施設の実験なども含めたオンライン基礎講座内容の拡充 

・CPD 申請可能な学会との共催等によるオンライン講習会参加者の拡充 

・海外講師を交えたオンライン講習会への展開 

・現場施工や現地計測などリアリティのあるオンライン講習会への展開 

 

② 岩盤工学に関する情報共有の充実 

・現状のホームページの更新（現状では古いままの情報が多い） 

・関連４学会等と連携（共催）したオンライン講演会と賛助会員参加特典のパッケージ化 
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・CPD 申請可能な学会との共催によるオンライン講演会の充実 

・賛助会員の技術紹介の動画配信による情報共有 

（「岩の力学ニュース」の「賛助会員のページ」の動画版） 

・賛助会員の現場技術のオンライン相談による情報共有 

・オンラインによる海外の現場紹介（賛助会員の海外現場など） 

 

③ 賛助会員の増加による連合会の活性化（賛助会員への特典付与） 

・オンラインによる顧客と賛助会員のマッチングイベントの開催 

・シンポジウムや全国大会などでのオンラインによる賛助会員の PR 活動 

・シンポジウムや講演会への顧客招待と賛助会員のオンライン PR やマッチング 

・大学研究室と賛助会員のオンラインによる会社説明会（リクルート活動）の開催 

・CPD 申請可能な学会との共催等によるオンライン講習会での連合会会員の CPD 取得 

 

４．おわりに 

 本報告書では、2020 年度の当委員会の活動報告と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。昨年度まとめた「提言」は、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まとめ

たものであるが、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であり、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。ニューノーマルと言われるポストコロナの時代においても、継続的に活

性化を進めるには、「オンライン化」は必須の手段であろう。 

 今年度から「常設化」した運営委員会も、継続的に活動を進めていく上で幅広い委員の参加を期待す

るところである。今年度実施したアンケートからは、運営委員会に、「参加したい／してもよい」との

回答が 2019 年度：54％（14 件）であったものから 2020 年度：67％（21 件）に増加している。賛助会

員会議の存在に期待を寄せて頂いているものと解釈したい。運営委員会に新たに参加を希望される賛助

会員にも加わって頂き、次年度以降はさらに理事会とのコミュニケーションや活動の幅が広げられれば

幸いである。 

 



 

 

巻末資料 
 
 
 2020 年度 賛助会員会議 運営委員会 委員名簿 
 2020 年度 賛助会員会議 運営委員会 議事録 
 第４回（2020 年度）賛助会員会議 議事録 
 第４回（2020 年度）賛助会員会議 資料（アンケート結果含む） 
 
 
上記のうち、賛助会員会議運営委員会議事録は非公開とし、掲載は省略いたします。 

 



２０２０年度 賛助会員会議 運営委員会 委員名簿

役務 氏名 所属

委員長 奥野 哲夫 清水建設株式会社 

幹事 西本 壮志 一般財団法人 電力中央研究所 

委員 細野 高康 株式会社 ダイヤコンサルタント 

委員 小池 格史 電源開発株式会社

委員 横尾 敦 鹿島建設株式会社 

委員 沼宮内 信 川崎地質株式会社 

委員 鈴木 健一郎 株式会社 大林組 

委員 小川 浩司 応用地質株式会社 

委員 山本 肇 大成建設株式会社

委員 川野 龍一 日鉄鉱業株式会社

2021 年 3 月時点

巻末資料：2020年度　賛助会員会議　運営委員会　委員名簿



岩の力学連合会 2020 年度（第 4 回） 賛助会員会議

議事録 

1 

日 時 2020 年 11 月 27 日（水） 15:00～17:00 

場 所 Web 開催（Zoom） 

参加者 ◆第一部参加者：20 社 35 名参加（理事長・副理事長は東北大学のため賛

助会員には含めない）

・賛助会員各社の代表者名あるいは委員名を（ ）内に記載

[座長]奥野（記）、[幹事]西本

[賛助会員] 基礎地盤コンサルタンツ(福井)、戸田建設(吉野)、カテックス

(谷脇)、奥村組(塚本)、計測ネットサービス(新本)、電力中央研究所(岡田)、

電源開発（小池）、清水建設(淡路)、ケー・エフ・シー(石原)、大成建設(山

本)、西松建設(大谷)、熊谷組(片山)、鹿島建設(白鷺)、国土防災技術(清水)、

日鉄鉱業(川野)、鉄建建設(中原)、ニュージェック(中矢)、ダイヤコンサル

タント（細野）、大林組(鈴木)、川崎地質(加藤)

[岩の力学連合会] 伊藤理事長、坂口副理事長、佐藤幹事長

◆第二部参加者：20 社 35 名参加

・上記の第一部参加者(20 社 35 名)＋講師(田山講師)

◆参考：懇親会開催中止

説明資料 ◆第一部：PPT による説明

◆第二部：PPT による説明

配布資料 ◆第一部：配布物なし

◆第二部：配布物なし

※事前に開催案内と当日プログラムは配布済み

【議事内容】

■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 （伊藤理事長）

伊藤理事長より開会の挨拶があり、岩の力学連合会設立の背景、来年の国際会議やワークショッ

プ開催の紹介などがあり、賛助会員の参加・協力などの話を頂いた。

２．賛助会員特別会議活動報告 （奥野座長）

奥野座長より、本会議の趣旨や賛助会員会議の組織の位置付けなどの説明に続き、今年度の賛助

会員数が 38 社（前年度＋2 社）となったことが報告された。また、今年度から常設化された理由・

背景などの説明があった。その理由・背景は、全賛助会員が意見を言える場を設ける必要性、各賛

助会員の企業規模等に応じたメリットを的確にとらえる必要性などから、活性化のための賛助会員

の組織的な環境づくりを目的に 2020 年 3 月の理事会で規則改正され「常設化」されたものである。 

これまでの活動経緯として 2018 年度から 2019 年度の主な活動の説明を行い、2018 年度の賛助会

員へのアンケート結果を受けて①～③を理事会に提言し、具体的な取り組みを継続検討中であるこ

とを報告した。

巻末資料：第４回（2020年度)　賛助会員会議　議事録
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①岩盤工学に関する情報共有の充実

②岩盤工学技術者の育成

③賛助会員の増加による連合会の活性化

また、賛助会員からの提言を受けて理事会で 2018 年度以降主催頂いている講習会開催が好評を

得ている中で、2019 年度はコロナ禍で講習会が途中で中止になったことが報告された。 

2020 年度（11 月まで）の主な活動は以下の項目である。 

【2020 年度】 

（１） 運営委員会の活動

①第１回運営委員会（Web 会議）

・2020 年 7 月 10 日（金）15:00～17:00

・今年度の活動について（今年度の方向性）

②第２回運営委員会（Web 会議）

・2020 年 8 月 24 日（月）14:00～16:00

・賛助会員会議の企画（議題、催し、オンライン開催）

③第３回運営委員会（Web 会議）

・020 年 9 月 25 日（金）15:00～17:00

・賛助会員会議の準備（アンケート、講師案、オンライン準備）

④第４回運営委員会（Web 会議）

・2020 年 10 月 23 日（金）15:00～17:00

・賛助会員会議の最終確認・当日の役割分担

（２）理事会の取組み

「講習会」の実施（計画中）：初学者対象の基礎講座

（2020 年度はオンラインと対面の併用開催計画） 

（３）今後の予定

・前年度に引き続き、上記の「講習会」を理事会にて計画中。

・第４回賛助会員会議の意見などを運営委員会にてとりまとめ、年度内に理事会に「提言」

を提出する。

・理事会にてこれまでの提言を検討継続

３．アンケート回答のご報告 （鈴木委員）

鈴木委員より、アンケート結果（選択設問＋自由記述）の報告を行った。

回収率：30 社／38 社（78.9 %） 

（前回）27 社／36 社（75.0%） 

今年度はコロナ禍の状況を踏まえ、「コロナ禍で学会に何を求めるか、どの様に運営していくか」と

いったことを議論・検討するために、昨年度と同様な項目で賛助会員にアンケートを行い、そのご

意見などの変化を探ることとした旨、趣旨を説明した。

アンケート回答結果は、【第４回（2020 年度）賛助会員会議 資料】に示すとおりである。
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４．意見交換（司会：奥野座長）

以上のアンケート結果に関して参加した賛助会員で意見交換を行った。当日頂いた主な意見・質

問は以下のとおりである。

（１）講習会：岩盤工学基礎講座

・好評を得ている岩盤力学基礎講座についての今年度の予定を参加されている皆さんに情報提供

する。

12 月～3 月の期間で実施予定しており、コロナ禍のため、対面と Web の併用で開催予定であ

る。会場はこれまで資源素材学会の会議室で対面開催（18 名程度まで）していたが、今回は地

盤工学会の会議室を押さえる予定で調整している。広くはなるが、ソーシャルディスタンスを

保つため、対面受講の人数はあまり多くしない。

リモートでは Zoom や Webex 等の制限人数まで受け入れ可能だが、ネット環境にも因る。

ただ、今回の委員会を見ても数十人くらいだったら受講可能だろう。（佐藤幹事長）

講師については決定しており、日程を調整中で、近々、案内を出す予定である。

（２）第 2 部の講演会について

・オンラインでの意見は特になし。

（３）岩盤工学に関する情報共有の充実

・現場のリアルタイム紹介は面白そうだが、実際見せてもらえるのだろうか。見せてもらえる技

術があるのだろうか。（伊藤理事長）

⇒現場の契約条件や発注者の意向によるところが大きいが、最近は国ベースの公共事業におい

て、ICT、AI、ロボット化の導入が進んでおり、国としても技術を広めたいとの考えから、代

表的な大きな現場においては結構オープンに対応いただける現場もあり、積極的に見学者を

受け入れてくれる現場もある。一方、民間など個別案件では難しいのではないか。また、賛

助会員企業から自主的に技術を発信したいなどの要望があればよいかもしれない。（奥野委

員長）

・率直な意見として、紹介のためにではなく、有識者の先生方から現場へのアドバイスやご意見

をもらうためのツールとして使えないか。トンネルの現場などでは支保が曲がる、亀裂が入る

など大丈夫か？というようなことがある。（鈴木委員）

・賛助会員の中に材料メーカー企業が結構あるが、コロナ禍で現場に営業できないとの話を聞く。

現場と営業のマッチングの場として使えないか。（横尾委員）

（４）「岩の力学国内シンポジウム」について

・オンラインでの意見は特になし。

（５）賛助会員会議の運営委員会への参加について

・オンラインでの意見は特になし。
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以上のアンケート回答と意見を基に、運営委員会にて今後の対応などを検討する。

■第二部 講演会 西日本高速道路株式会社 技術本部 技術上席主幹 田山 聡 様 （司会：山本委員）

講演タイトル： 激甚化する自然災害と革新的保全技術

～ 高速道路の防災強化を目的とした斜面管理システムの開発 ～

ご講演は PPT にて行っていただいた。その講演概要は以下のとおりである。 

[講演概要] 

NEXCO 西日本では、頻発するのり面災害に対して、のり面等のモニタリングを効率的に行う

ための斜面監視システムの開発に取り組んでいる。従来はのり面毎に行われることが多かった動

態観測を、複数地点の計測データを一元的に管理する多目的型リアルタイム遠隔監視システム

〔newron®（NEXCO West Real-time Observation Network）という〕である。このシステムを平成

29・30 年に開通した新名神高速道路神戸～高槻で試行運用を行っている。 

新名神での取組みの特徴は、①自営回線を用いて高速道路上に整備された無線 LAN 環境下で

の通信、②各センサーは無線でネットワーク化し太陽光パネルを用いて省電力化、③斜面防災の

研究のための土壌水分計による試験的なデータ取得、④GNSS による変位計測に RTK-GNSS を採

用し、データ処理を検討中などである。

試行運用中の平成 30 年に大阪北部地震および西日本豪雨を経験したのでそれらのデータも含

め、システムの概要と取組み内容を紹介する。

以 上
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一般社団法人 岩の力学連合会

第４回 賛助会員会議
日時：２０２０年１１月２７日（金）15:001７:０0

場所：Web会議（Zoomによるリモート会議）

Japanese Society for Rock Mechanics

議事次第
２０２０年1１月２７日（金）1５:０0 – 1７:０0

■第一部 15:00～16:05

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. 賛助会員会議活動報告【２０分】

3. アンケート回答のご報告【２０分】

4. 意見交換【20分】

休憩【10分】

■第二部 16:15～17:00

講演会 NEXCO西日本・田山 聡 様
激甚化する自然災害と革新的保全技術：

～ 高速道路の防災強化を目的とした斜面管理システムの開発 ～【３０分】

質疑【１０分】

1

2

巻末資料：2020年度（第４回）　賛助会員会議　資料（アンケート結果含む）
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第4回 賛助会員会議

２．賛助会員会議 活動報告

２０２０年1１月２７日（金）

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、連合会と賛助会員との日頃のコミュニケーションは十
分ではなく，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
設立が提言されています。

3

4
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賛助会員（その１）
（2020年11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）
（2020年11月1日現在）

会員
番号

組織・団体名

㉑ S051 四国電力 (株)

㉒ S053 大成建設 (株) 技術センター

㉓ S055 中国電力 (株)

㉔ S059 (株) 安藤・間 技術研究所

㉕ S062 飛島建設 (株) 技術研究所

㉖ S063 戸田建設 (株)

㉗ S066 八千代エンジニヤリング (株)

㉘ S067 日鉄鉱業 (株)

㉙ S069 (一財) 電力中央研究所

㉚ S070 鉄建建設 (株)

会員
番号

組織・団体名

㉛ S071 伊藤忠テクノソリューションズ (株)

㉜ S074 (株) 地層科学研究所

㉝ S077 株式会社 ケー・エフ・シー

㉞ S078 国土防災技術 （株）

㉟ S079 （株）演算工房

㊱ S080 株式会社 テムロ

㊲ S081 計測ネットサービス 株式会社

㊳ S082 株式会社 カテックス

賛助会員数：合計３８社
（昨年度会員＋２）

5
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賛助会員会議

運営委員会
２０２０年度（１０名）

委員長 奥野 哲夫 （清水建設）

幹事 西本 壮志 （電力中央研究所）

委員 細野 高康 （ダイヤコンサルタント）

委員 小池 格史 （電源開発）

委員 横尾 敦 （鹿島建設）

委員 沼宮内 信 （川崎地質）

委員 鈴木 健一郎 （大林組）

委員 小川 浩司 （応用地質）

委員 山本 肇 （大成建設）

委員 川野 龍一 （日鉄鉱業）

賛助会員会議の位置付け

理事長
理事会

運営委員会賛助会員会議

（全賛助会員） （コアメンバー）
賛助会員

7

8
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岩の力学連合会の組織(2019)

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

常設化
（2020年度）

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

・賛助会員会議 運営委員会

特別委員会

企画特別委員会

・ILC 研究企画特別委員会

9
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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・準備

②第2回賛助会員特別会議（12/12）の開催

・アンケート：自由記述で1回答／社

・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（2017年度の提言を受けて）

①「講習会」の実施（試行）：初学者対象の岩盤工学基礎講座

②「表彰制度」の検討

201８年度（平成３０年度）の活動
■提言

（１）岩の力学連合会運営方針の検討

①岩盤工学に関する情報共有の充実

・国内の大型プロジェクトの減少

⇒ 技術動向は海外から／海外技術動向の情報発信

⇒ 4学会に関連する情報発信

②岩盤工学技術者の育成

・賛助会員からの「講習会」賛成意見が非常に高い

⇒ 4学会が連携した講習会や講演会

⇒ 岩盤技術者の技術レベルの底上げ

③賛助会員の増加による連合会の活性化（上記２活動で）

（２）賛助会員特別会議の継続

賛助会員特別会議を「常設委員会」へ

11
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201９年度（令和元年度）の活動
■運営企画特別委員会の取組み

①第３回賛助会員特別会議の企画・準備

②第３回賛助会員特別会議（1１/２７）の開催

・アンケート：選択設問＋自由記述

・本会議内で「講演会」（地球物理関連）を企画開催

■理事会の取組み（2018年度の提言を受けて）

①「講習会」の実施（試行）：初学者対象の岩盤工学基礎講座

（コロナ禍で3回目以降中止）

②「会誌」の電子化実施（会員限定）（2016年度～最新号）

③本委員会を「常設委員会」として設置

201９年度（令和元年度）の活動
■提言 （アンケート結果より）

①岩盤工学技術者の育成（講習会「岩盤工学基礎講座」）

講習会は賛助会員に大変好評
 基礎講座としての充実と継続的な実施の検討

 講習会開催時期の見直しと広範囲の受講者への提供の検討

 「岩盤工学基礎講座」の動画によるオンライン講座開設検討

②岩盤工学に関する情報共有の充実

会誌の電子化・インターネット化の要望多い
 会誌の電子化やRockNetを活用した会員への積極的な情報提

供の検討

 他の関連学協会との情報共有等の連携方法の検討

③賛助会員の増加による連合会の活性化

賛助会員特別会議の常設化に向けての規約改正

13
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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，複数回参加でもよい。

先着18名限定。ただし，参加者が多い場合には，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。

対象者：賛助会員/個人会員

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。(弁当代：1,000円/人)

2018年度～

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）

場所：岩の力学連合会 事務局会議室（乃木坂）

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 2019/1/31

第2回 谷和夫教授（東京海洋大） 岩盤の力学特性の調べ方 2019/2/5

第3回 伊藤高敏教授（東北大） 初期応力測定法 2019/2/27

第4回 岸田潔教授（京都大） 岩盤斜面 2019/3/6

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
2019/3/13

【2018年度】

講 義：１０時３０分～１２時，昼食・意見交換：１２時００分～１２時３０分
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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2シリーズ：全5回）

場所：岩の力学連合会 事務局会議室（乃木坂）

講師 タイトル 開催日時 状況

第1回 林 為人教授（京都大） 岩盤の初期応力測定法 2020/1/30 開催

第2回 安原英明教授（愛媛大） 岩石中の透水流動 2020/2/14 開催

第3回 佐藤 晃准教授（熊本大）
岩石内部構造および流動
特性の評価法

2020/3/3
中止

(コロナ）

第4回 藤井幸泰准教授（名城大）
岩盤技術者のための地学
入門

2020/3/4
中止

(コロナ）

第5回 坂口清敏准教授（東北大）
岩石の破壊のメカニズムと
破壊基準

2020/3/5
中止

(コロナ）

【2019年度】

講 義：１０時３０分～１２時，懇談会：１２時１０分～１３時００分

20２０年度 これまでの活動
運営委員会

17
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20２０年度 これまでの活動
運営委員会

■運営委員会の活動（2020年度）

①第１回運営委員会（Web会議）

・2020年7月10日（金）15:00～17:00

・今年度の活動について（今年度の方向性）

②第２回運営委員会（Web会議）

・2020年8月24日（月）14:00～16:00

・賛助会員会議の企画（議題，催し，オンライン開催）

③第３回運営委員会（Web会議）

・020年9月25日（金）15:00～17:00

・賛助会員会議の準備（アンケート，講師案，オンライン準備）

④第４回運営委員会（Web会議）

・2020年10月23日（金）15:00～17:00

・賛助会員会議の最終確認・当日の役割分担

20２０年度 今後の予定
理事会・運営委員会

前年度に引き続き，講習会を理事会にて計画中．

第４回賛助会員会議の意見などを運営委員会にて
とりまとめ，年度内に理事会に「提言」を提出す
る．

理事会にてこれまでの提言を検討継続．

19
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ご清聴ありがとうございました

2020年度（第4回）賛助会員会議

３．アンケート回答のご報告

回収率：30社／38社（78.9%）

（前回）27社／36社（75.0%）

2020年11月27日

21
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１．岩盤工学基礎講座について
参加/不参加、内容への要望

２．第2部の講演会について
参加/不参加、内容への要望

３．岩盤工学の情報共有について
会誌、Rock Netへの要望

４．岩の力学国内シンポジウムについて
運営/展示方法への要望

５．賛助会員会議 運営委員会について
参加/不参加、要望

アンケート内容

１．岩盤工学基礎講座について

 74％（20社／27社）から65％（20社／27社）。知っていた会社の数は変化なし
。

 開催されたことを知らなかった会社が多い。

 情報の発信方法を検討する必要がある？

②知らなかった
35%(11)

①知っていた
65%(20)

1-1 昨年度の開催を知っていましたか

①知っていた
74%(20)

②知らなかった
26%(7)

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍
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 連合会の案内が35％（7社／20社）、Rock Netは30％（6社／20社）。

 関係者の情報が35％（7社／20社）で変化なし。

 連合会からの案内による割合が減り、RockNetの割合が増えた。

②Rock Net
30%(6)

①連合会からの案内
35%(7)

①連合会からの案
内

60%(12)

②Rock Net
5%(1)

③関係者の情報
35%(7)

③所属機関の関係者
からの情報
35%(7)

④その他
0%(0)

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍

１．岩盤工学基礎講座について

 昨年度の開催は2回のみとなったが、25％の会社が参加された（5社／20社）

 実態と合わない？

1-3 昨年度、参加されましたか

②参加しなかった
75%(15)

①参加した
25%(5)

①参加した
50%(10)

②参加しなかった
50%(10)

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍

１．岩盤工学基礎講座について
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 昨年に続き、参加された全社が、役に立った との回答

1-4 受講させて役に立ったと思いますか

②役に立った
80%(4)

①かなり役
に立った

20%(1)
①かなり役に立った

50%(5)

②役に立った
50%(5)

④その他 0%(0)

③あまり役に立たなかった
0%(0)

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍

１．岩盤工学基礎講座について

 「①興味が無かった」との回答は昨年に続きゼロ。

 昨年に続き、「③時間が合わなかった」という回答が多い。

②参加させる人が
いなかった
33%(6)

①興味がなかった 0%(0)①興味がなかった 0%(0)

②参加させる人が
いなかった

30%(3)

④その他
10%(1)

③時間が合わなかった
60%(6)

④その他
17%(3)

③時間が合わなかった
50%(9)

1-5 参加しなかった理由は

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍

１．岩盤工学基礎講座について

27
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 「②開催しなくても良い」との回答は昨年に続きゼロ。

 ９７％の会社（30社）が「①開催した方が良い」との回答。

②開催しなくて良い
0%(0)

②開催しなくて良い 0%(0)

④その他 4%(1)

③どちらでも良い
15%(4)

④その他 0%(0)

③どちらでも良い
3%(1)

1-6 今後も開催した方が良いと思いますか

①開催した方が良い
81%(22)

①開催した方が良い
97%(30)

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍

１．岩盤工学基礎講座について

 「④参加させない」との回答は昨年に続きゼロ。

 71％の会社（22社）が「参加させたい」との回答。

②参加させたい
48%(15)

①ぜひ参加させた
い

23%(7)

①ぜひ参加させたい
27%(7)

③参加を検討する
27%(7)

②参加させたい
46%(12)

③参加を検討する
29%(9)

④参加させない
0%(0)

1-7 今後開催した場合、参加させますか

④参加させない 0%(0)

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍

１．岩盤工学基礎講座について
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 ほとんどの会社が1～2名程度の参加を希望

 複数名の参加を希望する会社が45%（10社）から58%（14社）に増加。

②２名程度
50%(12)

①１名
42%(10)

①１名
55%(12)

③３名以上
4%(1)

②２名程度
41%(9)

③３名以上
8%(2)

1-8 参加させる場合の人数は

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍

１．岩盤工学基礎講座について

1-9 コロナ禍での岩盤工学基礎講座の開催方法につきましては
どの方法がよろしいと思いますか。

②Online方式
39%(12)

①対面方式
3%(1)

③対面方式+Online方式併用
58%(18)

 ③対面方式+Online方式併用が
58%（18社）と最も多い。

 ほとんどの会社がOnline方式が
あることを希望。

１．岩盤工学基礎講座について
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1-10 ご希望の講座内容、その他開催方法などのご意見

岩盤の種類、岩盤の分類、岩盤の風化などの基礎的内容
岩盤力学の理論と応用/亀裂性岩盤の調査、解析/岩盤で用いる確率・統計/岩石・
岩盤物性試験/リスクマネジメント/岩盤動力学の基礎/岩盤計測の基礎/モニタリン
グ（許容値の考え方）/NATM地山評価

岩盤構造物の設計、施工管理、維持管理、トラブル事例

オンラインでの参加
ビデオ視聴を可能に（アーカイブ、講師負担軽減で繰り返し）
受講者の交流（自己紹介）

◆講座内容

◆その他開催方法など

１．岩盤工学基礎講座について

２．第2部の講演会について

 44％（12社／27社）から３９％（１２社／３１社）

①参加した

44%（12）

②参加しない

56%（15）

①参加した
39%(12)

①参加しない
61%(19)

2-1 昨年度「講演会」に参加しましたか

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍
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 96％（25社）が開催を希望

 来年度以降も開催する方向で検討する

2-2 来年度以降も開催した方が良いですか

①開催した方がよい
94%(29)

①開催しなくてもよい
6%(2)

②開催しなくてもよい
4%(1)

①開催した方がよい
96%(25)

2019年度
コロナ前

2020年度
コロナ禍

２．第2部の講演会について

２．第2部の講演会の方式と内容
について

①対面方式
3%(1)

②Online方式
39%(12)③併用

58%(18)

①工学系
56%(29/52)

②理学系
27%(14/52)

③社会学、経済学、政策系など
17%(9/52)

方式について 内容について
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◆今後の岩盤工学分野に影響する話題
（理学、工学、政策、経済、社会のジャンルは問わない）

◆異分野、異業種での岩の力学に関する技術宇宙工学、物理学、地
球科学、コンピュータサイエンス、言語学、科学史、心理学、認知科
学

◆最新の周辺技術
（岩石試験・原位置試験・数値解析等）

◆岩盤の地盤物性の評価に関する新知見

◆岩盤挙動モニタリングの最新技術

◆ＡＩ、ＩＯＴ関連（設計、施工、保守）

2-3 ご希望の講演内容（最新技術）

◆昨年のみ、◆昨年と今年、◆今年のご意見

２．第2部の講演会について

2-3 ご希望の講演内容（動向・展望）

◆各大学（国内）の研究動向

◆岩盤力学の基礎的なこと（岩石の性質，限界ひずみの考え方
，岩盤分類の考え方）

◆岩盤工学のあり方と活用、実務に役立つ岩盤工学

◆岩盤力学分野の展望

◆海外コントラクターのビジネス動向/海外での研究動向

◆温室効果ガス削減に関する経済学

◆昨年のみ、◆昨年と今年、◆今年のご意見

２．第2部の講演会について
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2-3 ご希望の講演内容（事例紹介）

◆資源探査・資源量評価手法などの事例紹介

◆環境影響評価手法の事例（洋上風力・CCS・放射性廃棄物等）

◆プロジェクトの紹介（リニア新幹線・ﾊｲﾊﾟｰｶﾐｵｶﾝﾃﾞ・CCS・ILC等）

◆維持管理上，問題になっていること等の実例紹介

◆現場技術の紹介（Webで）

◆岩の力学連合会賞を受賞した内容

◆昨年のみ、◆昨年と今年、◆今年のご意見

２．第2部の講演会について

3-1 会誌（岩の力学ニュース）へのご要望（１）

◆会誌の電子化

◆会誌のインターネット配信

◆岩の力学連合会ポータルサイトへの掲載

◆過去のニュースを検索できるよう、連合会のポー
タルサイト上で見れる様になると良い。

◆冊子での配布を希望 /現状で良いと思います/今までと同様な会誌の郵
送を希望/現在の紙ベースが良い（デジタル配信は結局読まない事もある）/
紙の冊子の方が閲覧等しやすい。/これまでの活動で良いと思います。
27％（8/30）併用含む

◆昨年のみ、◆昨年と今年、◆今年のご意見

３．岩盤工学に関する情報共有の充実
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3-1 会誌（岩の力学ニュース）へのご要望（２）

• 若手育成のための基礎知識講座の掲載

• 岩盤工学基礎講座の情報と内容の掲載

• 電子ジャーナルの目次の掲載

• 海外の岩盤力学の研究動向や技術開発の紹介

• 各大学（国内）の研究動向の紹介

• ＩＳＲＭ在席の先生方の紹介記事等があれば参
考になる。

● 掲載内容

３．岩盤工学に関する情報共有の充実

3-2 Rock Net へのご要望
2019年度の意見
• ＨＰでの情報発信を増やしてほしい。写真など岩盤の魅力をアピールできるの

ではないか。
• 岩の力学に関する講義がオンライン（ｗｅｂ上）でも開催されることを望む（ＩＳＲ

Ｍの日本版）。
• Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ＳＮＳ）を使っての情報発信
• 岩の力学ニュース、岩の力学国内シンポの検索、閲覧ができると良い。
• 会誌の紹介があっても良いと思います。

2020年度の意見
• ＨＰでの情報発信を増やしてほしい。
• ＳＮＳ配信（会員からのフィードバックや追加情報を入れやすい。）
• 現状(メール配信）で良いが、情報の更なる充実を希望
• 何でも良い

３．岩盤工学に関する情報共有の充実
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3-3 情報共有の充実の関するご意見
2019年度の意見

• ＳＮＳ：Ｆａｃｅｂｏｏｋは企業のセキュリティ上、アクセス許可を与えないことが多い。ＭｉｃｒｏｓｏｆｔがＯｆｆｉｃｅ３６５で提供している
各種サービスなら、使いやすいかもしれない。

• 施工現場に関する情報が欲しい。

• メーリングリストの活用

• 会員の興味を引くテーマについて、他の学会で発表された内容を講演してもらう。或いはオンライン（ｗｅｂ上）に掲載して情
報共有する。

• 要望や連合会への質問など常時受け付け、賛助会員特別会議の時にまとめて行う

2020年度の意見

• 現場紹介(国家的なプロジェクト、新幹線,トンネル,リニア,外環道など)をオンラインで開催

• 現場問題解決へのオーソリティのオンラインアドバイス

• オンライン開催

• 営業情報やパートナー探しなどに役立つ情報の充実化

• Web情報の充実（例えば、材料学会や資源・素材学会の情報を見られるように）

• 小規模なWebセミナーを利用した情報交換の場の設定

• 会誌内容の充実（例えば、大学や会員企業の先端研究の紹介等）

• デジタル配信する会誌へのリンク（紹介ＶＴＲ動画など）。

３．岩盤工学に関する情報共有の充実

４．「岩の力学国内シンポジウム」
について

①対面方式
13%(4)

②Online方式
26%(8)

③併用
61%(19)

展示形態について

①対面方式
10%(3)

②Online方式
20%(6)

③併用
70%(22)

運営形態について

 運営形態70％(22)、展示形態61％(19)が併用と回答
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◆コロナ過では、 Online
Virtual参加しやすいものであってほしい。
活発な議論ができるような仕組みの導入

◆対面方式がよい
情報共有の場所としてシンポジウムは重要
会場のみならず移動方法についても、新型コロナ感染対策が必要

（学生数が多い大学なので、時間帯によっては、電車内・駅構内・駅～大学間
・大学構内・学生食堂内が大変込み合い、三密の危険があります。）

◆その他
その時々の状況で判断するしかないのでは？と思います。
国内シンポジウムとはいえ、海外からの参加者を許容する

４．「岩の力学国内シンポジウム」
について

2019年度の意見

• メリットのアピールを充実させては。組織母体との連携

• 賛助会員の増加に関しては、最新情報の優先的閲覧（メルマガ等）、特別な講演への参加優遇
、学会展示での優遇、ニュースでの技術情報の優先的掲示などのメリットを示したＤＭなどを配
布し、会員が会社に提案しやすくすることも考えらる。

• 調査・計測・解析などを行っている専門の中小企業に対して、学会や講演で技術アピールや交
流の場所を提供することで、賛助会員になってもらうことも考えられる。

2020年度の意見

• 運営委員会の人数をもう少し増やしてもよいのではないかと考える。

• 昨今の時勢を考慮すると難しいかもしれませんが，賛助会員間の情報交換の場として有意義な
ものになることを祈念しています

• リニアコライダーに特化した委員会または勉強会はできませんか？

• リモート参加ができるのであるから、もう少し開催頻度を多くしてもよいのではないでしょうか。そ
の都度、トピックスの紹介もあったらよいと思います。大変かもしれませんが。

5．「賛助会員会議の運営委員会に関する
ご意見・ご要望

45

46



24

５．賛助会員会議運営委員会への参加
について

①参加したい
19%(6)

②参加してもよい
48%(15)

③参加しない
32%(10)

①参加したい
15%(4)

②参加してもよい
39%(10)

③参加しない
46%(12)

2019年度 2020年度

 参加したい、してもよい、が54％（14）から67％（21）の増
加

１．岩盤工学基礎講座について
！今年は、開催されたことを知らなかった会社が多い。
！情報の発信方法を検討する必要がある。
？コロナ禍でRock Netでの周知が増えた？
？今後の開催を希望されているが、参加させる人がいない。
？オンラインでの参加
？？ビデオ視聴を可能に（アーカイブ、講師負担軽減で繰り返し）
！受講者の交流（自己紹介）コロナ禍で交流概念が変化

２．第2部の講演会について
！来年度以降も開催する方向で検討
！Online開催は可能
？？アーカイブとして残せるか

議論の参考として－１
！：なるほど
？：本当か？可能か？
？？：無理がある
？！：いけるかも
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３．岩盤工学の情報共有について
？会誌：デジタル化 27％（8/30）が冊子を希望

掲載希望：！電子ジャーナルの目次、？基礎講座
！Rock Net：ＳＮＳ配信
！維持管理上，問題になっていること等の実例紹介
！！現場技術の紹介/相談（Web、Onlineで）

？！要望や連合会への質問など常時受付け（暇な人材活用）

４．岩の力学国内シンポジウムについて
！運営/展示方法への要望：対面、Online併用方式、

「シュンポシオン（symposion）」＝饗宴
！海外からの参加が容易

５．賛助会員会議 運営委員会について
！参加希望が増えている

議論の参考として－２
！：なるほど
？：本当か？可能か？
？？：無理がある
？！：いけるかも

第4回 賛助会員会議

４．意見交換

「コロナ禍で学会（連合会）に何を求めるか

どの様に運営していくか」

２０２０年1１月２７日（金）
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