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世界トンネル会議 2012 論文概要募集のご案内 

拝啓  時下 益々ご清祥 のこととお慶 び申し上げます。また、日頃 から本 会の事 業活 動は、種々

ご支援、ご協力賜り誠に有難うございます。 

 さて、このたび標記会議がＩＴＡ第 38 回総会に併せて平成 24 年 5 月 21 日～24 日タイのバンコ

クにて開催 されます。 本会議の開 催に伴い論 文を募集しておりますので、ふるってご応募頂きま

すようご案内申し上げます。会議テーマ、論文応募の詳細については添付資料をご参照下さい。 

 

なお、当協会は会員の皆様の便宜 のため、タイ事務局への応募手 続きのサポートを致しており

ます。当協会を通じての手配をご希望の方は下記によりお申し出下さい。 

敬 具 

記 

1. と き ： 平成 24 年 5 月 18～24 日 

2. ところ ： バンコク（タイ共和国） 

3. 主 催 ： ・タイ地下・掘削グループ Thailand Underground & Tunnelling Group(TUTG) 

  ・The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage 

  ・国際トンネル協会（ＩＴＡ） 

４.世界トンネル会議テーマ（原文参照）：  

「国際社会のためのトンネルと地下空間－ Tunnelling and Underground Space for a Global 

Society」 

5． 応募要領： 

１） 論文概要  

① 応募論文は国際会議などで未発表のものに限ります。 

② 論文概要の文字数は英語で 300～500words 以内、図表は gif, jpg, jpeg, png ファイル

で加工されたものが一つまで掲載可能です。概要全文はｐｄｆファイルに変換し、ご応募

ください。 

③ テーマは次頁の概要トピックの中から選択してください。 

 

２） 著者の情報 

① 著者全員の氏名、所属団体名 

② 筆頭著者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス） 

③ 窓口連絡者の連絡先（氏名、所属団体名、電話番号、メールアドレス） 

 

 



6．提出・問合せ先： 

社団法人 日本トンネル技術協会   

〒104-0041 東京都中央区新富２－１４－７ 新光第一ビル３Ｆ 

TEL：03-3553-6174  担当：関（noriko.seki@japan-tunnel.org) 

 

7. 提出期限：平成 23 年 8 月 26 日迄（期日厳守） 

 

論文概要テーマ 

ホームページアドレス ： http://www.ｗｔｃ2012.com/ 

(1) 都市トンネル ：Urban tunnelling 

(2) 地下空間の利用 ：Use of underground spaces 

(3) 自 然 災 害 軽 減 と地 下 空 間 利 用 の管 理  ：Natural disaster mit igat ion and management through underground 

space use 

(4) 地震荷重に耐える地下構造物 ：Underground structure resistance against seismic loads 

(5) ﾄﾝﾈﾙ掘削の機械化の利点と技術革新 ：Advance and innovation in mechanized tunnelling 

(6) 山岳工法 ：Conventional tunnelling 

(7) 長距離・大深度トンネル ：Long and deep tunnelling 

(8) 契 約 業 務 、商 業 ｲﾒｰｼﾞ、ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ：Contract practices, commercial aspects and risｋ 

assessment 

(9) 重要構造物の近接施工 ：Tunnelling nearby sensitive structures 

(10) トンネルの補修と復旧 ：Tunnel rehabilitation and restoration 

(11) トンネルの安全 ：Safety in tunnels 

（12）推進工法 ：Micro tunnelling 

(13) 大深度掘削 ：Deep excavation 

 

以  上 

 



論文概要募集 

http://www.wtc2012.com/より 

 
 
Congress Theme and Call for Abstracts 
The theme of the World Tunnel Congress 2012 is Tunnelling and Underground Space for a 
Global Society. 
 
Call for Abstracts 
Abstracts are welcome on the main topics listed below. 
 
Main Topics: 
• Urban tunnelling 
• Use of underground spaces 
• Natural disaster mitigation and management through underground space use 
• Underground structure resistance against seismic loads 
• Advance and innovation in mechanised tunnelling 
• Conventional tunnelling 
• Long and deep tunnelling 
• Contract practices, commercial aspects and risk assessment 
• Tunnelling nearby sensitive structures 
• Tunnel rehabilitation and restoration 
• Safety in tunnels 
• Micro tunnelling 
• Deep excavations  
 



Important Dates : 
Abstract submission deadline  31 August 2011 
Notification of abstract acceptance   30 September 2011 
Full paper submission deadline  01 December  2011 
Notification of full paper acceptance  20 January  2012 
Early bird registration deadline  29 February 2012 

 
Abstract Submission Guidelines 
1. All abstracts must be submitted through the Congress website www.wtc2012.com. Abstract   

submissions sent via FAX OR EMAIL WILL NOT BE ACCEPTED. 
2. All abstracts must be submitted in PDF files and should consist of: 
    a. Title, Author Names and Affiliations as displayed in the template below. 
    b. Postal address and email address of the corresponding author. 

ABSTRACT TITLE 
Lastname, A.1, SecondAuthor, B.2 
1 Division/Department, University, Thailand 
2 Division/Department, University, Algeria 

 
3. Indicate a topic from the list of the Congress to which the paper belongs. 
4. Abstracts should be no longer than one A4 page in length and must contain about 300-500    

words only. 
5. A maximum of one figure, in gif, jpg, jpeg or png format is permitted. 
6. All abstracts submitted to the congress will be peer reviewed by the Scientific Committee. 
7.The notification of abstract acceptance by the Scientific Committee will be sent to the 

corresponding author via email by 30 September 2011. ONLY authors with accepted 
abstracts will receive the acceptance notification and instructions for preparation and 
submission of the manuscript of the full paper and extended abstract for a peer review for 
final acceptance to the Congress. 

8. For status enquiries, please check ABSTRACT STATUS at www.wtc2012.com. 


