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１．はじめに

　2015年11月23日～ 28日にオーストラリア・シドニー
で開催された ISEC-8国際会議（The 8th International 
Structural Engineering and Construction Conference：
第8回構造工学および建設に関する国際会議）、そして
11月29日～ 12月2日に京都で開催された WECC2015
国 際 会 議（World Engineering Conference and 
Convention 2015：世界工学会議2015）の2つの国際会
議に参加しました。前者では論文発表、後者ではポス
ターセッションで発表する機会を得ましたので、ご報
告します。

２．ISEC-8国際会議について

　ISEC は、昨年タイで開催され、論文を発表した
ASEA-SEC-2（オーストララシア・東南アジア版）の全
体会議にあたります。2001年から ISEC 国際会議が隔
年開催で始まり、2012年からは ASEA-SEC 国際会議
と交互に行われるようになりました。よって、2016年
は ASEA-SEC 会議が開催される年であり、マレーシ
ア・クチンで行われることが決定しています。
　会議は Western Sydney University の Parramatta 
South Campus で行われました。パラマッタは、オペ
ラハウスで有名な沿岸部から約20km 西部にある町で、
大学はパラマッタ駅から2km ほど離れた場所にありま

（ａ） 会議場の全景 （ｂ） 会議を行った建物 （ｃ）1894年にボイラーハウス

　　 として建造（現在はカフェ

　　 レストラン）

写真－1　Western Sydney University（Parramatta Campus）

す。晴天が続いたこともあり、オーストラリアらしい
自然豊かな美しいキャンパスを見ることができまし
た。また、キャンパス内では歴史的な建造物も見るこ
とができました（写真－1）。
　本会議のテーマは「Implementing Innovative Ideas 
in Structural Engineering and Project Management」
です。テーマにあるように、もともとは構造とマネジ
メントを融合させた会議として発足したため、「鋼構
造」、「コンクリート構造」、「複合構造」、「アセットマ
ネジメント」、「建設分野における温暖化対策」、「リス
ク分析」などがあり、全27セッションで構成されてい
ました。そして、広く土木分野に関わる論文を募集し
ているため、地盤や水環境、災害対策などのセッショ
ンもありました。論文件数は全213編であり、最も多
かったのは日本で44編、次いで開催国であるオースト
ラリアが26編でした。
　基調講演として、次の２つが行われました。
1）  Dr. Sidney Newton, Faculty of Built Environment, 

The University of New South Wales, Australia
　　“Situat ional  eLearning with Immersive 

Technologies”（バーチャルリアリティ技術を使
った現場体験学習について）

2）  Dr. K. C. S. Kwok, Institute for Infrastructure 
Engineering, Western Sydney University, 
Australia

　　“Detrimental Effects of Wind-Induced Building 

報　告
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（ａ） 現場事務所での説明 （ｂ） トンネル掘削機の模型 写真－3　著者のポスターの前で

　　　 　（東京工業大学 Anil.C.W

　　　　 先生と）

Motion on Occupant Work and Task Performance”
（風によるビルの振動が内部の人の仕事効率に与
える影響について）

　1つ目の講演では、建設現場で予見されるリスクを
バーチャル体験することのできるアプリケーション開
発に関するものでした。そして、2つ目は、高層ビル
の低周波振動が仕事の作業効率に与える影響について
の講演でした。
　筆者は、「Durability and Corrosion」のセッション
で「Damage Process and Pattern of an RC Structure 
Affected by Combined Frost and Salt Actions（凍害
と塩害で複合劣化した RC 構造の損傷のプロセスとパ
ターン）」と題した研究発表を行いました。様々な外
観変状が生じた RC 構造のコンクリートと鉄筋の劣化
状況を調査し、ある損傷が表面に現れるまでの各材料
の劣化状況を分類して図で示し、本図で損傷が表れる
までのプロセスを予測できる可能性があることを示し
ました。
　3か所の現場見学が準備されており、著者はシドニー
メトロを見学しました。シドニー北西部には、今後10
年で20万人の人口増が見込まれており、2019年にノー
スウェスト線、2024年にはシティ・サウスウェスト線
が開通する予定になっています。工事の目玉は、オー
ストラリアで最も長い15km に及ぶトンネルでしたが、
残念ながら実際の現場の見学することはできませんで
した。写真は事務所で説明を受けている様子、トンネ
ル掘削機の模型です（写真－2）。このトンネル掘削機
はフランス製で4機あり、トンネル工事では女神 Saint 
Barbara を守護神として無事を祈願することから、シ
ドニーに貢献した女性の名前を公募し、Elizabeth 
Rouse、Florence、Isabelle、Maria と名付けられたそ
うです。

３．WECC2015国際会議について

　WECC は 世 界 工 学 団 体 連 盟（WFEO：World 
Federation of Engineering Organization）がおよそ4
年に1回開催する技術者の世界会議で、2000年に第1回
がドイツで行われ、第4回となる2015年は日本・京都
で開催されました。今回の会議は、WFEO のほか日
本学術会議、日本工学会、国際連合教育科学文化機関

（UNESCO）の主催です。
　「工学の進展と国際交流の促進」を目的とした会議
であることから、次に挙げる幅広いテーマで進行され
ました。
1）　Resilient Infrastructure for Society
　　（レジリエントな社会基盤）
2）　Energy for a Sustainable Society
　　（エネルギーと持続的な社会）
3）　Natural Resources for a Sustainable Society
　　（資源と持続的な社会）
4）　Urban Development and Infrastructure
　　（社会インフラと都市）
5）　Mobility and Communication Technology
　　（移動とコミュニケーション）
6）　Industry for Society（産業と社会）
7）　Life Innovation（ライフイノベーション）
8）　Engineering for Society and Engineering in 

Society（社会と工学）
9）　Engineer ing  Educat i on  and Women in 

Engineering
　　（工学教育と女性技術者）
10）  Groundwork for the Future（総合工学と社会）
　著者は、この中の4）に属するセッション「Innovation 
for maintenance and renovation of sustainable civil 
infrastructure（持続的な土木インフラの革新的な維持
管理とリノベーション）」でポスター発表をしました（写

写真－2　Sydney Metro 現場見学
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インフラ関連の企業が多く、新しい取り組みを紹介さ
れていました。なお、本会議では、最近のテロ事件の
発生を受け、会場入場のセキュリティーが厳しく、写
真撮影についても制限されていました。

４．おわりに

　
　国際会議では様々な国の人たちと交流すること、様々
な国の研究環境を知ることも大切です。ISEC-8国際
会議では、中東諸国からの研究発表が多く、オースト
ラリアとほぼ同数の論文が投稿されていました。また、
会議をサポートしていた博士課程の学生の多くはイラ
ンからの女性の留学生でした。彼女らは「研究するこ
とが大好きだから、研究できるならどこの国でも行く
わ。」と明るくとてもパワフルで、私も力をいただきま
した。
　最後に、ISEC-8国際会議を主催されたオーストラ
リア・シドニー・Western Sydney University の皆さ
ま、WECC2015国際会議の主催者の皆さまに心より
感謝申し上げます。

真－3）。タイトルは「Maintenance management of a 
RC bridge wall rail damaged by frost and salt 
considering the degradation path（凍害と塩害の影響
を受けた RC 壁高欄における劣化経路を考慮した維持
管理について）」です。
　北海道には凍害と、沿岸部だけでなく凍結防止剤の
散布によっても塩害の影響を受けるコンクリート構造
物が多数存在します。そして、実際の構造物において
も、また実験的にも、劣化要因が互いに影響し合い、
劣化が促進されることが指摘されています。そこで、
著者らは、維持管理の計画策定に役立つツールを開発
することを目的とした研究成果を示しました。具体に
は、FTA（Fault Tree Analysis）を適用し、構造物の
性能低下に結び付くフォルトツリーを作成し、凍害と
塩害の複合劣化の進展経路を示しました。
　展示は、主に公的な機関の会場と民間企業の会場の
2か所に分かれていました。前者の会場には、土木研
究所等の国立研究機関、大学、日本のものづくりをア
ピールするブースが並んでいました。また、後者の会
場には、エネルギー・環境、建設・インフラ、機械、
生活、化学、電気関連のブースが並び、とりわけ建設・
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