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解 説 …海自とインド海軍との協力の深化……………………………360
VOICE …日英防衛協力の進展～英陸軍との実動訓練に参加して～……368
解 説 …マーシャル諸島共和国への寄付物資の輸送について………375
VOICE ……ASEANの人道支援・災害救援の能力向上に向けた…

実践的な取組……………………………………………………385
解 説 …インド太平洋方面派遣訓練……………………………………390
VOICE …NATOとのサイバーに関する連携強化………………………392
解 説 …自律型致死兵器システム（LAWS）について………………394
VOICE ……シナイ半島における多国籍部隊・監視団（MFO）への…

派遣について……………………………………………………399
VOICE ……議長国として国連PKO工兵部隊マニュアルの改訂に…

携わって…………………………………………………………402

Ⅳ第 部

第1章　防衛力を支える人的基盤及び衛生機能
VOICE …活躍する即応予備自衛官とその雇用主………………………408
VOICE …女性隊員の活躍～空自初の女性戦闘機操縦者の誕生～……416

第2章　防衛装備・技術に関する諸施策
VOICE ……安全保障技術研究推進制度を活用した研究に取り組む…

研究者の声………………………………………………………426
VOICE …防衛力整備を支える防衛産業…………………………………436

第4章　地域社会・国民とのかかわり
VOICE …地域コミュニティーとのつながり……………………………448
解 説 …防衛施設周辺の地方公共団体の取組…………………………452
VOICE …東京オリンピックを目指す自衛官アスリート………………455
解 説 …公文書監理官（「各府省CRO」）等の設置…………………456

凡　例

⃝本書の文中において、次の用語について、それぞれ次の略称を用いたほか、適宜ほかの用語についても略称を用いているところが
あります。（一部説明の都合上、正式名称としている場合があります。）

⃝本書に掲載している地図は、デザイン、レイアウトに応じて省略などを施しており、必ずしもわが国の領土の全てを含んでいない
場合があります。

1.防衛事務次官 → 事務次官
2.統合幕僚長 → 統 幕 長
3.陸上幕僚長 → 陸 幕 長
4.海上幕僚長 → 海 幕 長
5.航空幕僚長 → 空 幕 長
6.陸上自衛隊 → 陸 自
7.海上自衛隊 → 海 自
8.航空自衛隊 → 空 自

9.統合幕僚監部 → 統 幕
10.陸上幕僚監部 → 陸 幕
11.海上幕僚監部 → 海 幕
12.航空幕僚監部 → 空 幕
13.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 → 日米安保条約
14.国際連合 → 国 連
15.国連安全保障理事会 → 国連安保理

本書の記述対象期間は、原則として令和元年6月末までです。

解 説 VOICE
コ ラ ム



防衛省・自衛隊公式SNSのご案内
防衛省・自衛隊ではSNSを通じて最新の情報を皆様に発信しております。
Twitter、Facebook、Instagram、Youtubeをチェックして、最新の情報を手に入れましょう！

防衛省公式アカウント

▲

防衛省公式アカウント

▲

防衛省公式チャンネル

▲

その他、防衛省・自衛隊の公式SNSは
こちらからチェック！

▲

防衛白書アンケートにご協力ください！

防衛省では、令和元年版防衛白書についてのご意見を募集しています。
防衛白書ホームページ上のアンケートフォームにご記入ください。

今後の防衛白書の作成の資とさせていただきます。

詳細はこちらから

令和元年版防衛白書アンケートページ
https://sec.mod.go.jp/mod/j/hakusho/form_2019.html

防衛省における研究成果物のご紹介
安全保障政策などにご興味のある方は、下記の防衛研究所及び防衛大学校のリンクにアクセスいただきますと、…
各機関の研究成果物などを閲覧することができます。

防衛研究所

（東アジア戦略概観、中国安全保障レポート、防衛研究所紀要など… ）
http://www.nids.mod.go.jp/

防衛大学校
（紀要論文など）

http://nda-repository.nda.ac.jp/



AR操作方法説明

アプリのインストール方法
アプリのストア（App…StoreまたはGoogle…Play）で「防衛白書AR」を検索してアプリをインストール（無料）
してください。
または、QRコードリーダーでQRコードを読み込むとアプリのインストールページが表示されます。

App Storeで
「防衛白書AR」を検索

Google Playで
「防衛白書AR」を検索

アプリの使い方
「防衛白書AR」を起動し、トップ画面の「Start…AR」をタップすると、ARカメラが起動します。
巻頭特集のARマーク がついた画像全体が画面に収まるようにカメラをかざすと、…
動画のダウンロードが始まります。（ダウンロードにはしばらく時間がかかります。）
ダウンロードが終わると、様々な映像をご覧いただけます。
※本アプリは動画をダウンロードするため、Wi－Fi環境での使用をお勧めします。
※AR動画の配信は、2020（令和2）年9月末までの予定です。
※古い端末をご利用の場合、検索してもアプリが表示されない、またはアプリがご利用できない場合があります。ご了承ください。

ご視聴可能な動画一覧
特集 2  防衛この1年
インド太平洋方面派遣訓練………………………………………005
インドネシア国際緊急援助活動…………………………………005

「瀬取り」と疑われる行為の継続… ……………………………006
国連PKO支援部隊早期展開プロジェクト・アジア及び同周辺地域……006

特集 3  平成の防衛省・自衛隊 ～30年の歩み～
ペルシャ湾掃海部隊派遣（平成3年）…………………………007
カンボジアPKO（平成4～5年）…………………………………008
阪神・淡路大震災（平成7年）…………………………………008
地下鉄サリン事件（平成7年）…………………………………008
能登半島沖不審船事案（平成11年）……………………………009
対テロ支援活動（平成13～19年）………………………………009

イラク人道復興支援活動（平成14～20年）……………………009
BMDの導入決定（平成15年）… ………………………………010
海賊対処行動（平成21年～現在）………………………………011
東日本大震災（平成23年）………………………………………011
能力構築支援の実施（平成24年）………………………………011

巻頭特集「防衛この1年」、「平成の防衛省・自衛隊 ～30年の歩み～」では 
【AR】（拡張現実）により、動画をご覧いただけます。
「防衛白書AR」アプリをダウンロードし、防衛省・自衛隊の活動の様子をご覧ください。

カンボジアPKO BMDの導入決定 海賊対処行動


