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●『一般社団法人防衛施設学会』は、防衛施設技術を中心とする関
連分野においてわが国で唯一の学会であり、本学会の前身となる
「防衛施設技術研究会」と同様に「防衛施設技術及びこれに関連
する研究・調査を推進することにより防衛施設技術の振興を図り、
もって学術文化の発達と国民生活の安全等に寄与する」ことを目
的としています。

●本学会は、前項の趣旨に賛同し、防衛施設あるいは関連技術につ
いて学識・実務経験や関心をお持ちの個人会員および法人・団体
会員から構成されます。

●防衛施設技術は、軍事工学（military engineering）にとどまらず
土木工学（civil engineering）／電気／機械など多くの工学や自然
科学を基礎とする総合技術ですので幅広い分野からの会員を募集
しています。

●本学会誌に掲載する寄稿／研究論文／技術報告など、随時受け付
けておりますので、事務局までご連絡ください。
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　自衛隊の国内・国際貢献と水の安全保障
　軍事遺産を歩く　掩体壕
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巻頭言
〜今思うこと〜

今から、6年前の2016年、防衛施設学会内に「自衛隊施設の既設コンクリート構造物に係る調査

診断及び補修部会」を発足させ、その成果として、産官学の協力の下に「自衛隊施設の既設コンク

リート構造物の調査・診断および補修マニュアル」を完成することができました。

自衛隊施設の維持管理は一義的に部隊が担っているとのことから、部会発足前に、陸海空の幕

僚監部施設課の方々にヒアリングしました。皆様から貴重な御意見をお聞きすることができた結果、

自衛隊の重要構造物には鉄筋コンクリートが用いられており、今後、経年や使用環境の状況による

劣化が考えられることから、限られた予算の中で機能を維持していくための維持管理手法の提案を、

との思いを強くしました。

部会発足にあたり、部会員を公募し、防衛施設学会の活動理念に賛同する産官学のメンバーが

学会のプラットフォーム上に設置した技術部会に集い、各企業の持つ維持管理技術（シーズ）を持

ち寄り、各駐屯地・基地の抱える諸課題（ニーズ）を引き出し、これを大学の先生が取り纏め役（マッ

チング）として活動していくことが重要と考えておりました。

マニュアル完成後、全国的な説明会の実施を計画しましたが、コロナ禍もあり大半は実施でき

ませんでした。一部の防衛局、総監部で実施し、各担当者からの貴重なご意見を頂きました。

各駐屯地・基地を廻りますと、各施設の補修をはじめ、多くの課題に関して、当学会に対する

期待は非常に大きいものを感じました。また、テクノフェアの様な集いは、各地方（総監部のある

場所）でも実施して欲しいとの希望もありました。さらに、民間会社の方々は、防衛省・自衛隊の

ことについて殆ど知見が無いのが現実でしたので、防衛施設学会は、自衛隊と民間会社との間にお

ける、技術、情報の懸け橋になれるのではないかと考えております。

最後に、以前、（独）水資源機構に在籍した際に経験したことをお話しします。私は、当時アジ

ア河川開発ネットワーク（NARBO）の事務局長をしておりました。この組織は、アジア開発銀行

（ADB）、ユネスコ、ASEAN 各国からなり、オブザーバーとして中国、韓国が参加しています。

ADBの中の河川開発部門がNABROの中心組織で、ADBの河川開発部門には日本の各省庁等から

の出向者がおられましたが、彼らは2年で元の組織へ戻っていきました。その結果、中枢の管理職、

専門職は中国人が多く占めるようになりました。（中国は10年単位で在籍）

なかなか厳しい日本の現状ですが、これからの日本は、短期的視点のみならず長期的な戦略を

も見据え、時間をかけて所要の人材をじっくりと育てていくことが重要だと思います。そのために

も、当学会のプラットフォームを利用していただき、皆さんで議論していく場を提供できればと思

う次第です。

河野　克明

（一社）防衛施設学会　理事
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