
2022.9現在

発刊年月 号 特集 備考
2000年6月 第２８巻第１号 日米中露関係の展開 完売
2000年9月 第２８巻第２号 イスラームと安全保障 完売

2000年12月 第２８巻第３号 領域警備法制をめぐる諸問題 完売
2001年3月 第２８巻第４号 大量破壊兵器の拡散と不拡散 完売

2001年6月 第２９巻第１号 軍事技術をめぐる最近の動向 完売
2001年9月 第２９巻第２号 米国の安全保障政策―冷戦終結から9・11へ 完売

2001年12月 第２９巻第３号 冷戦後の比較防衛政策 完売
2002年3月 第２９巻第４号 ミサイル防衛の諸問題 完売
2002年9月 第３０巻第１号第２号合併号 9.11以後の国際安全保障 在庫僅少

2002年12月 第３０巻第３号 人間の安全保障 見本のみ
2003年3月 第３０巻第４号 中国の安全保障
2003年9月 第３１巻第１号第２号合併号 単極構造時代と国際安全保障

2003年12月 第３１巻第３号 情報収集と安全保障 在庫僅少
2004年3月 第３１巻第４号 先制・予防攻撃について 見本のみ
2004年6月 第３２巻第１号 新時代における自衛隊の課題
2004年9月 第３２巻第２号 9.11後の安全保障貿易管理 在庫僅少

2004年12月 第３２巻第３号 メディアと戦争 在庫僅少
2005年3月 第３２巻第４号 対テロ戦争の諸相 在庫僅少
2005年6月 第３３巻第１号 交渉と安全保障
2005年9月 第３３巻第２号 戦略史 在庫僅少

2005年12月 第３３巻第３号 在外米軍の再編
2006年3月 第３３巻第４号 韓国の安全保障戦略 在庫僅少
2006年6月 第３４巻第１号 平和構築と軍事組織 在庫僅少
2006年9月 第３４巻第２号 国連改革と国際安全保障 在庫僅少

2006年12月 第３４巻第３号 拡大するヨーロッパ安全保障の射程 在庫僅少
2007年3月 第３４巻第４号 統合運用をめぐる諸問題 在庫僅少
2007年6月 第３５巻第１号 海洋権益と国家の海洋力 在庫僅少
2007年9月 第３５巻第２号 南アジアの安全保障問題 見本のみ

2007年12月 第３５巻第３号 変わりゆく軍隊と社会
2008年3月 第３５巻第４号 変容する軍備管理・不拡散と国際秩序
2008年6月 第３６巻第１号 自衛隊の国際協力活動 完売見本なし
2008年9月 第３６巻第２号 民間企業と安全保障 在庫僅少

2008年12月 第３６巻第３号 日本軍事史研究の最先端
2009年3月 第３６巻第４号 自由論題特集

新防衛論集

国際安全保障



2009年6月 第３７巻第１号 米国新政権の安全保障政策
2009年9月 第３７巻第２号 中東における安全保障と紛争予防 在庫僅少

2009年12月 第３７巻第３号 安全保障の変質と法
2010年3月 第３７巻第４号 通常兵器に関する軍備管理レジームの展望 在庫僅少
2010年6月 第３８巻第１号 自由論題特集
2010年9月 第３８巻第２号 経済と安全保障

2010年12月 第３８巻第３号 冷戦後の国内政治と安全保障 在庫僅少
2011年3月 第３８巻第４号 国際平和協力活動における自衛隊の運用と教訓 見本のみ
2011年6月 第３９巻第１号 メドヴェージェフ政権下のロシアの国家安全保障政策 在庫僅少
2011年9月 第３９巻第２号 中国台頭への対応―地域ミドルパワーの視点

2011年12月 第３９巻第３号 政策提言－日本の外交、安全保障、防衛戦略の方向性
2012年3月 第３９巻第４号 パワー概念と安全保障研究
2012年6月 第４０巻第１号 自由論題特集
2012年9月 第４０巻第２号 「保護する責任」のゆくえ

2012年12月 第４０巻第３号 「非伝統的」安全保障主体・組織の現在 在庫僅少
2013年3月 第４０巻第４号 欧州戦術核――役割の変遷と今後
2013年6月 第４１巻第１号 作戦領域の拡大と日本の対応
2013年9月 第４１巻第２号 大規模災害と軍事組織

2013年12月 第４１巻第３号 オバマ政権の安全保障政策―実績と課題
2014年3月 第４１巻第４号 アフリカにおける安全保障の現在
2014年6月 第４２巻第１号 海洋安全保障の今日的課題
2014年9月 第４２巻第２号 ロボット技術と戦争

2014年12月 第４２巻第３号 在外米軍基地の価値と機能再考
2015年3月 第４２巻第４号 「国家安全保障戦略」の意義と課題
2015年6月 第４３巻第１号 インドをめぐる安全保障問題の現在
2015年9月 第４３巻第２号 自由論題特集

2015年12月 第４３巻第３号 変化する中東の安全保障環境
2016年3月 第４３巻第４号 日本と国連：国連加盟60周年をめぐって
2016年6月 第４４巻第１号 同盟関係の現在
2016年9月 第４４巻第２号 テロ対策と大量破壊兵器の不拡散

2016年12月 第４４巻第３号 「防衛計画の大綱」の多角的研究
2017年3月 第４４巻第４号 安全保障理論の新たな地平
2017年6月 第４５巻第１号 オバマ外交の遺産
2017年9月 第４５巻第２号 主権国家体制のゆくえ

2017年12月 第４５巻第３号 非伝統的安全保障概念の再検討―資源、環境、難民問題から
2018年3月 第４５巻第４号 国際秩序をめぐる攻防の時代
2018年6月 第４６巻第１号 リーダーシップと対外政策変更
2018年9月 第４６巻第２号 北朝鮮の核・ミサイル問題

2018年12月 第４６巻第３号 インド太平洋時代の外交・安全保障政策



2019年3月 第４６巻第４号 越境・難民をめぐる政治力学
2019年6月 第４７巻第１号 一帯一路をめぐる政治力学
2019年9月 第４７巻第２号 平和安全法制を検証する

2019年12月 第４７巻第３号 基地研究の先登
2020年3月 第４７巻第４号 自由論題特集
2020年6月 第４８巻第１号 「イスラーム国」後の中東地域における安全保障
2020年9月 第４８巻第２号 制裁レジームの実効性と課題

2020年12月 第４８巻第３号 中・東欧をめぐるパワーゲーム 在庫僅少
2021年3月 第４８巻第４号 ポピュリズムと米欧安全保障
2021年6月 第４９巻第１号 イノベーション・エコシステムと安全保障
2021年9月 第４９巻第２号 「歴史」の中のトランプ外交

2021年12月 第４９巻第３号 COVID-19と安全保障
2022年3月 第４９巻第４号 安倍政権は何を変えたのか
2022年6月 第５０巻第１号 持続的な平和（Sustaining Peace）の実現に向けた取り組みの現状と課題
2022年9月 第５０巻第２号 米中対立と日本、ロシア、台湾


