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●一般辞書に収録されないものが多い軍事専
門用語4万語を収録する英和対訳用語集で
す。『英和／和英対訳 最新軍事用語集』
（2007.2刊）の10年ぶりの新訂版。
●最新の軍事・防衛情報をも盛り込むために
サイバー戦、情報セキュリティ、戦術通信
などのサイバー関係、宇宙関係やミサイル
関係、不正規戦などのテロ関係の用語を拡
充。対訳の際のヒントとなる解説、備考、
用例を充実させました。
●同じ用語でも機関・団体によって異なる訳
語が用いられる場合は、その機関・団体名
を明記しています。
●日本語訳語から引ける「日本語索引」付き。
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